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おたふく手袋

アラデン、加島サドル製作所、カジメイク、川住製作所、
共和、SWANS、シンコー、センタン工業、田代総業、
永井油業、なんごく、西田金属、
パナソニックサイクルテック、丸一金属工業、
MARUTO（大久保製作所）、マルニ工業、
ユナイト、ヨシガイ、etc...

ガンウェル
マルーン

岩井商会が手掛けるオリジナルブランド。1976年よりブランドを立ち上げ、豊かな経験と技
術を生かし、1980年にはオーダーフレーム工場がNJSに認定。
クロモリピストフレームから
始まり、現在ではアルミフレームやカーボンフレームと、幅広く展開しています。

NEW

グリーン

karankoron
¥74,800＋税

••カラー：マルーン・グリーン・ネイビー
••サイズ：515mm
••重量：10.2Kg
••タイヤ：20×11/8
••クランク：165mm/48T
••素材：クロモリ
••Rディレーラー：シマノ ALTUS 8スピード
••スプロケット：シマノ CS-HG50 11-28T
••付属品：ペダル・ベル
••京の都を歩く、舞妓さんの下駄の足音をイメージ。
小回りの利くミニベロは、路地の多い京都を散策
する姿を連想させます。ブルホーンバーでも握りや
すいギドネットレバーを標準装備。

ネイビー

ケイリンの締め付けトルク値に対応したクロモリエンド採用。NJSピラーの
採用で小柄なレーサーにもポジションが出しやすいフレーム

カーボンピストフレーム

COLOR
ORDER

GW-P4000

￥241,500＋税

￥253,000～＋税

カラー：ブラック
カラー：カラーオーダー

••サイズ：450mm
••重量：2,610g (フレーム/フォーク)
••材質：東レT700カーボン
••付属品：ヘッド・NJSシートピラー・八田ＢＢ付き
••NJS認定（ガールズケイリン）

GW-P4000 ピストフレーム

サイズ単位：mm

サイズ

A

B

C

drop
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b

450

456

504

125

50

561

395

72.5

75.5

競輪指定のNJS認定フレームを供給する為には、3年に1度行われる厳しい試験をクリ
アしなければなりません。昭和55年より続く、
その確かな技術でハンドメイドされるフ
レームは、
ピストはもちろん、
ロードやクロスバイク等、
様々な車種にもフィードバックさ
れます。

GAN WELL PRO
クロモリオーダーピストフレーム（NJS）
¥180,000～＋税
●• ピストフレームの他、ロード、ツーリングな

どのオーダーフレームに関してのお問い合
わせは下記までお願いします。
•••••••••京都オーダーフレーム工場
•••••••••••TEL 075-921-8679

COLOR
ORDER

フレームカラー

ロゴタイプ

オーダー

■（９）のブラック以外のカラーを選択されますとカラーオーダー価格となります。
（フレーム＆ォーク同色の場合）
フレーム・フォークを別色の場合は追加￥5,000＋税と成ります。

パールホワイト

１．ブラック

#11

ネオンイエロー

２．ホワイト

ホワイト

#02

イエロー

#03

オレンジ

#04

グリーン

#14

パッションレッド

#05

アミーゴ
ブルー

#15

シンフォニーブルー

#06

マゼンタ

#16

パープル

#07

レッド

#12 スイートピンク

#09

ブルー
ブラック

#13

ネオンオレンジ

■ ロゴマークは、どのタイプを選ばれましても追加料金はございません。
A

#10

#01

#08

■ ロゴカラーは、どのカラーを選ばれまして
も、追加料金はございません。

３．シルバー
４．レッド
５．ブルー
６．イエロー
７．ゴールド

B
C
D
E
■ オリジナルネームが入れられます。(最大20文字） ＋￥2,000＋税
文字の書体は、下記よりお選びください。
ネームは、トップチューブ（シート寄り）又は、シートステー右側に入れられます。
これ以外の箇所に入れられる場合には、別途相談させていただきます。
1.

KYOTO IWAI SHOKAI

2.

KYOTO IWAI SHOKAI

7.

kyoto iwai shokai

3.

KYOTO IWAI SHOKAI

8.

kyoto iwai shokai

Helvetica Neue Std 65Medium

#17

シルバー

#18

メタリックブロンズ

#19

チタンシルバー

９．ミラーゴールド

4.

KYOTO IWAI SHOKAI

#20

アイスブルー

10．ホログラム

5.

KYOTO IWAI SHOKAI

８．ミラーシルバー

Bookman Old Style Bold
Futura Std Medium
Gill Sans Std Bold

Optima LT Std Bold

6.

9.
10.

kyoto iwai shokai

kyoto iwai shokai
kyoto iwai shokai

www.iwaishokai.co.jp/
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チューブラー リム

COLOR
ORDER

カーボンチューブラーリム

カーボンチューブラーリム

カーボンチューブラーリム

カーボンチューブラーリム

GW-RM24TU

GW-RM38TU

GW-RM50TU

GW-RM88TU

••カラー：マットカーボン
••サイズ：28インチ リム高:24mm
••ERD：591mm
••ホール数：20･24･28H
••参考重量：290g
••材質：東レ T700カーボン
••ブレーキング時に起こる高熱対策の為に

••カラー：マットカーボン
••サイズ：28インチ リム高:38mm
••ERD：563mm
••ホール数：20･24･28H
••参考重量：320g
••材質：東レ T700カーボン
••ブレーキング時に起こる高熱対策の為に

••カラー：マットカーボン
••サイズ：28インチ リム高:50mm
••ERD：539mm
••ホール数：20･24･28H
••参考重量：390g
••材質：東レ T700カーボン
••ブレーキング時に起こる高熱対策の為に

••カラー：マットカーボン
••サイズ：28インチ リム高:88mm
••ERD：464m
••ホール数：20･24･28H
••参考重量：530g
••材質：東レ T700カーボン
••ブレーキング時に起こる高熱対策の為に

¥39,100＋税

ブレーキ面に特殊処理

¥39,100＋税

••ハイトを低くして軽量化、

ブレーキ面に特殊処理

¥42,320＋税

ブレーキ面に特殊処理

カーボンリム
カラーオーダー仕様
（1本）
¥14,000 UP＋税

¥46,000＋税

••カラー：1カラーオーダー
••塗装分重量が重くなります

※ P2カラーオーダー表 参照

ブレーキ面に特殊処理

ヒルクライムに最適

クリンチャー リム

29

27.5

inch

inch

カーボン
クリンチャーリム

カーボン
クリンチャーリム

GW-RM38WO-451

GW-RM38HE-406

••カラー：マットカーボン
••サイズ：20×1-1/8 リム高38mm
••ERD:392mm
••ホール数：20・24・28H
••ETRTO : 451
••参考重量：320g
••材質：東レ T700カーボン

••カラー：マットカーボン
••サイズ：20（406）リム高38mm
••ERD：348mm
••ホール数：20・24・28H
••ETRTO : 406
••参考重量：285g
••材質：東レ T700カーボン

¥41,000＋税

¥39,100＋税

カーボン
クリンチャーリム

カーボン
クリンチャーリム

カーボン
クリンチャーリム

カーボン
クリンチャーリム

GW-RM38WO

GW-RM50WO

GW-RM24WO-275

GW-RM24WO-29

••カラー：マットカーボン
••サイズ：700C リム高38mm
••ERD：563mm
••ホール数：20・24・28H
••参考重量：440ｇ
••材質：東レ T700カーボン

••カラー：マットカーボン
••サイズ：700C リム高50mm
••ERD：539mm
••ホール数：20・24・28H
••参考重量：480ｇ
••材質：東レ T700カーボン

••カラー：マットカーボン
••サイズ：27.5インチ
••ERD:552mm
••ホール数：32H
••参考重量：410ｇ
••材質：東レ T700カーボン
••ディスクブレーキ専用リム

••カラー：マットカーボン
••サイズ：29インチ
••ERD:589mm
••ホール数：32H
••参考重量：450ｇ
••材質：東レ T700カーボン
••ディスクブレーキ専用リム

¥48,000＋税

¥48,000＋税

¥48,000＋税

¥48,000＋税

チューブラー ホイール

ブラックスポークになります

カーボンチューブラーホイール

カーボンチューブラーホイール

カーボンチューブラーホイール

カーボンチューブラーホイール

GW-WH24TU

GW-WH38TU

GW-WH50TU

GW-WH88TU

••カラー：マットカーボン
••サイズ：28インチ リム高:24mm
••ホール数：20･24･28H

••カラー：マットカーボン
••サイズ：28インチ リム高:38mm
••ホール数：20･24･28H

••参考重量：フロント：550ｇ

••参考重量：フロント：580ｇ

フロント
リア

¥55,200＋税
¥62,100＋税

（リアの20Hは設定がありません）

リア：730ｇ
••材質：東レ T700カーボン
••ハイトを低くし軽量化
••ヒルクライム向き
••ブレーキ時の熱対策として、特殊処理しています
••重量はGAN WELLオリジナル軽量ハブ仕様

3

フロント
リア

¥55,200＋税
¥62,100＋税

（リアの20Hは設定がありません）

リア：760ｇ
••材質：東レ T700カーボン
••ブレーキ時の熱対策として、特殊処理しています
••オールラウンドに使いやすいリムハイト
••重量はGAN WELLオリジナル軽量ハブ仕様

※ 注：カーボンリム用のブレーキシューをご使用ください

フロント
リア

¥58,420＋税
¥65,320＋税

フロント
リア

¥62,100＋税
¥69,000＋税

••カラー：マットカーボン
••サイズ：28インチ リム高:50mm
••ホール数：20･24･28H

••カラー：マットカーボン
••サイズ：28インチ リム高:88mm
••ホール数：20･24･28H

••参考重量：フロント：685ｇ

••参考重量：フロント：860ｇ

（リアの20Hは設定がありません）

リア：860ｇ
••材質：東レ T700カーボン
••ブレーキ時の熱対策として、特殊処理しています
••高速巡行性に優れるエアロダイナミクスホイール
••重量はMICHE PRIMATOハブ仕様

（リアの20Hは設定がありません）
リア：985ｇ

••材質：東レ T700カーボン
••ブレーキ時の熱対策として、特殊処理しています
••トライアスロン、タイムトライアルで、抜群のエアロ
効果を発揮します

••重量はMICHE PRIMATOハブ仕様

クリンチャー ホイール

20
inch

カーボンクリンチャーホイール

カーボンクリンチャーホイール

カーボンクリンチャーホイール

カーボンクリンチャーホイール

GW-WH38WO-451

GW-WH38HE-406

GW-WH38WO

GW-WH50WO

••カラー：マットカーボン
••サイズ：20X1-1/8 リム高:38mm
••ホール数：20･24･28H

••カラー：マットカーボン
••サイズ：20（406） リム高:38mm
••ホール数：20･24･28H

••カラー：マットカーボン
••サイズ：700C リム高:38mm
••ホール数：20･24･28H

••カラー：マットカーボン
••サイズ：700C リム高:50mm
••ホール数：20･24･28H

••参考重量：フロント：700ｇ

••参考重量：フロント：775ｇ

フロント
リア

¥57,100＋税
¥64,000＋税

（リアの20Hは設定がありません）
••ETRTO : 451
••参考重量：フロント：550ｇ
リア：730ｇ
••材質：東レ T700カーボン
ブレーキ時の熱対策として、
特殊処理しています
••
••小径車専用
••重量はMICHE PRIMATOハブ仕様

フロント
リア

¥55,200＋税
¥62,100＋税

（リアの20Hは設定がありません）
••ETRTO : 406
••参考重量：フロント：500g
リア：660g
••材質：東レ T700カーボン
ブレーキ時の熱対策として、
特殊処理しています
••
••小径車専用
••重量はMICHE PRIMATOハブ仕様

フロント
リア

¥64,100＋税
¥71,000＋税

（リアの20Hは設定がありません）

リア：880ｇ
••材質：東レ T700カーボン
••ブレーキ時の熱対策として、特殊処理しています
••オールラウンドに使いやすいリムハイト
••重量はGAN WELLオリジナル軽量ハブ仕様

フロント
リア

¥64,100＋税
¥71,000＋税

（リアの20Hは設定がありません）
リア：950ｇ

••材質：東レ T700カーボン
••ブレーキ時の熱対策として、特殊処理しています
••高速巡行性に優れるエアロダイナミクスホイール
••重量はMICHE PRIMATOハブ仕様

通常の組み立てホイールは、MICHE製PRIMATOハブになります

フロント¥3,450 UP＋税（1本）、リア¥4,600 UP＋税（1本）で、
GANWELLオリジナル軽量ハブ仕様にできます

••カラー：ブラック
••サイズ：フロント：100ｍｍ、リア：130ｍｍ
••重量：フロント：147ｇ、リア：290ｇ
••シマノ9・10・11Ｓ対応
••シールドベアリング採用
••ブラックスポーク/ブラスニップル
••スポーク（Pillar社製）

••カラー：ブラック
••サイズ：フロント：100ｍｍ、リア：130ｍｍ
••ホール数：フロント：20H、リア：24H
••重量：フロント：106ｇ、リア：255ｇ
••シマノ9・10・11Ｓ対応
••日本製シールドベアリング採用
••ブラックスポーク/アルミニップル
••スポーク（Pillar社製）
••スポークにストレスがかかり難い
フロント

リア

ストレートスポークを採用

フロント

リア

クリンチャー ホイール ※ マットカーボンは取り寄せ

3バトンカーボンロード
クリンチャーホイール

3バトンカーボントラック
クリンチャーホイール

5バトンカーボンロード
クリンチャーホイール

5バトンカーボントラック
クリンチャーホイール

GW-WH3000WO

GW-WH3000WO-TK

GW-WH5000WO

GW-WH5000WO-TK

••カラー：クリアカーボン・マットカーボン
••サイズ：700C リム高:66mm
••参考重量：フロント：870

••カラー：クリアカーボン・マットカーボン
••サイズ：700C リム高:66mm
••参考重量：フロント：890ｇ

••カラー：クリアカーボン・マットカーボン
••サイズ：700C リム高:66mm
••参考重量：フロント：950ｇ

••カラー：クリアカーボン・マットカーボン
••サイズ：700C リム高:66mm
••参考重量：フロント：1,030ｇ

••材質：東レ T700カーボン
••両切ハブ

••材質：東レ T700カーボン
••リア：シマノ11S

••材質：東レ T700カーボン
••両切ハブ

フロント
リア

¥120,000＋税
¥125,000＋税

リア：1,050ｇ

••材質：東レ T700カーボン
••リア：シマノ11S

フロント
リア

¥120,000＋税
¥125,000＋税

リア：980ｇ

フロント
リア

¥130,000＋税
¥135,000＋税

リア：1,100ｇ

フロント
リア

¥130,000＋税
¥135,000＋税

リア：1,040ｇ

ホイールバッグ
ホイールバッグ

２本用ホイールバッグ

CTB-001

SL-6319-2

••1本用
••カラー：ブラック
••小物入れバック付き
••バッグ内側は小物入れが付いており、付属部品を

••2本用
••カラー：ブラック
••ウレタンパット入り
••小物入れバック付き
••ショルダーベルト付き
••ホイール2本をまとめて収納出来る便利なバッグ。

¥2,645＋税

収納できます。

¥6,612＋税

パッド付で衝撃から守ります。ショルダーベルト付
で持ち運びにも便利です。

※ 注：カーボンリム用のブレーキシューをご使用ください

www.iwaishokai.co.jp/
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サドル

ホール付 レザーサドル

レザーサドル

GW-SD06HCU

GW-SD06CU

••カラー：ブラック

••カラー：ブラック

¥12,800＋税

昔ながらのサドルバッグが
取付可能なべルトループ付

¥11,800＋税

ブラウン
ハニー
ナチュラル
••サイズ：280x155mm
••重量：570g
••素材：本牛革
••レール:カッパー仕上
••クラシックバイクに最適な
リベット付き本革サドル。
レール素材はクロモリでカッパー仕上げ。

ブラウン
ハニー
ナチュラル
••サイズ：280x155mm
••重量：570g
••素材：本牛革
••レール:カッパー仕上
••クラシックバイクに最適な
リベット付き本革サドル。
レール素材はクロモリでカッパー仕上げ。

付属の工具で革の張り具合を調整

アクセサリー

NEW

ペダル

レッド

ブラック
ブラック

グレーカモ

デザートデジタルカモ

GW-PDMX1

GW-ST001

グリーンカモ

￥3,800＋税（ブラック、レッド）
￥4,300＋税（ブラック、レッド以外）
••カラー：ブラック・レッド・グリーンカモ

••カラー：ブラック・グレーカモ

ダークブラウンカモ

スカル

••素材：ナイロン
••サイズ：460mm
••長さ調節可能
••高強度のナイロンを採用したペダルスト

R

GW-CL008B

スカル

デザートデジタルカモ
グリーンカモ
メープルリーフカモ
••素材：ナイロン
••サイズ：M・L

LYCRAカバー
コンフォートGELサドル

CP-SD1475GL

CP-SD6321GL

￥2,900＋税

••カラー：ブラック
••重量：421g
••スチールレール
••カットゾーン付
••気持ち良い手触り、伸縮性に優れる

LYCRA生地のカバーを採用。
LYCRAは水着やスポーツウェア等にも
採用される生地です。

￥3,300＋税

••カラー：ブラック
••重量：541g
••スチールレール
••カットゾーン付
••気持ち良い手触り、伸縮性に優れる

ロードサドル

LYCRA生地のカバーを採用。
LYCRAは水着やスポーツウェア等にも
採用される生地です。

スポーツサドル
CP-SD1623

￥2,400＋税

••カラー：ブラック/ブラック・ブラック/ブルー・ブラック/レッド
ブラック/ホワイト・ブラック/イエロー

••重量：284ｇ
••スチールレール
••エントリーロード向けサドル。様々なバイクに合わせやすいカラーリングが

ポイント。サスペンションの役割を果たすレールとシェルを接続する技術に
より、衝撃吸収性にも優れます。

CP-SD1743PU

カットゾーンコンフォートサドル

••カラー：ブラック/ブルー・ブラック/レッド

￥4,830＋税

••重量：230ｇ
••クロモリレール
••カバー：PU
••コストパフォーマンスに優れたエントリーユーザー

••重量：298g
••クロモリレール
••カットゾーン付スポーツコンフォートモデル

￥5,800＋税

ブラック/ホワイト・ブラック/イエロー

からお使いいただけるロード向けサドル｡
サスペンションの役割を果たすレールとシェルを
接続する技術により、衝撃吸収性にも優れます。
※ 弊社在庫限り
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メープルリーフカモ

岩井商会のオリジナルパーツブランドであるCYCLE PRO(サイクルプロ)は、様々なニーズを柔軟に取り入れ、
革新的なアイテムを提案して参ります。多種多様なアイテムを取り扱える私達だからこそ、
バラエティ豊かなセ
レクションで、
コストパフォーマンスにも優れるアイテムをお届けします。

サドル

LYCRAカバー
スポーツGELサドル

デザートデジタルカモ

••カラー：ブラック・グレーカモ

ラップ。

サイクルプロ

グリーンカモ

トゥークリップ

￥1,400＋税（ブラック）
￥2,400＋税（ブラック以外）

ダークブラウンカモ・ スカル

グリーンカモ

グレーカモ

NEW

ペダルストラップ

￥2,300＋税（ブラック）
￥3,500＋税（ブラック以外）
デザートデジタルカモ
グリーンカモ・スカル
••重量：421g
••素材：樹脂
••サイズ：100×97mm
••ボールベアリング
••両面踏み
••MTBに最適な樹脂ペダル。

ブラック

NEW

CP-SD3256

••カラー：ブラック/レッド・ブラック/グリーン
ホワイト/レッド・ホワイト/ブルー

R

Ladies'

NEW

コンフォートGELサドル
CP-SD4283

コンフォートGEL入サドル

¥3,100＋税

CP-SD3110

••カラー：ブラック・ホワイト
••重量：351g
••スチールレール
••カットゾーン付
••スポーツライド、コンフォートライドのどちら

¥3,680＋税

••カラー：ブラック・ブルー・レッド・イエロー・ブラウン・ホワイト
••重量：480g
••スチールレール
••GEL入りコンフォートタイプ
••局部の痛みを軽減する優れたクッション性

にもお使いいただけ、GEL入りでクッション性
も抜群です。

コンフォートサドル
CP-SD6335

￥3,000＋税

••カラー：ブラック/ブラック・ブラック/ブルー

クラシックデザイン
スウェードサドル

クラシックデザインサドル

ブラック/レッド・ブラック/ホワイト
ブラック/イエロー
重量：382ｇ
••
••スチールレール
••安定感抜群でお尻にも優しいコンフォートモデル。
様々なバイクに合わせやすいカラーリングも
ポイントです。

CP-SD1221

￥2,875＋税

CP-SD1221SU

¥3,220＋税

••カラー：ブラック・ブラウン
••重量：320ｇ
••スチールレール
••鋲が付いたクラシックスタイルなサドル。

••カラー：ナチュラル・ブルー
••スウェード調
••重量：320ｇ
••スチールレール
••鋲が付いたクラシックスタイルなサドル。

サドルカバー
BODYFORM サドルカバー
(シティ用)

BODYFORM サドルカバー
(MTB用)

BODYFORM サドルカバー
(ロード用)

CP-SCM00

CP-SCM01

CP-SCM02

••カラー：ブラック
••サイズ：W255-280×L255-280mm
••材質：低反発ウレタン
••低反発ウレタンを採用したサドルカバー。
••軽快車サドル向き

••カラー：ブラック
••サイズ：W178-203×L254-280mm
••材質：低反発ウレタン
••低反発ウレタンを採用したサドルカバー。
••MTBサドル向き

••カラー：ブラック
••サイズ：W140-165×L249-274mm
••材質：低反発ウレタン
••低反発ウレタンを採用したサドルカバー。
••ロードサドル向き

¥2,300＋税

¥2,242＋税

¥2,185＋税

サドルバック
PVCサドルバッグ

PVCサドルバッグ ラージ
ＣＰ-ＢＧ５００９

ＣＰ-ＢＧ５０３５

••カラー：ブラック・ホワイト
••材質：PVC
••容量：1.2Ｌ
••重量：141ｇ
••反射テープ付で夜間でも安心。

••カラー：ブラック・ホワイト
••材質：PVC
••容量：0.7Ｌ
••重量：100ｇ
••エナメル素材で汚れ等のケアがしやすい。

¥2,507＋税

¥2,645＋税

マジックテープで簡単に取付出来ます。
※ 弊社在庫限り

※ 弊社在庫限り

グリップ

MTBグリップ
CP-HG311

MTBグリップ
（ショート/ショート）

¥1,035＋税

CP-HG311-SS

イエロー・ブルー・グレー
ブラウン
••サイズ：130mm
••握りやすいシンプルなグリップ

••カラー：ブラック
••サイズ：92mm
••握りやすいシンプルなグリップ。
••グリップシフター向けのショートサイズ

••カラー：ブラック・ホワイト・レッド

MTBグリップ（ロング/ショート）
CP-HG207D2-LS

¥1,150＋税

••カラー：ブラック
••サイズ：92・125ｍｍ
••2層の異なる硬さのラバーを採用。

片側を短くすることでグリップシフターに対応。

¥1,035＋税

MTBスポンジグリップ

MTBグリップ

CP-HG059A

CP-HG207D2

¥1,035＋税

••カラー：ブラック
••サイズ：128mm
••クッション性抜群の
スポンジタイプ

MTBエルゴグリップ
CP-HG1133AD2

¥1,035＋税

••カラー：ブラック/グリーン・ブラック/レッド

ブラック/ホワイト・ホワイト/ブラック
••サイズ：130mm
••握り心地のよいエルゴノミック形状は疲れを
軽減します。

¥1,035＋税

••カラー：ブラック/レッド・ブラック/ブルー

ブラック/イエロー・ブラック/グレー

••サイズ：125mm
••2層の異なる硬さのラバーを使用

MTBエルゴグリップ（ロング/ショート）
CP-HG1133AD2-LS

¥1,207＋税

••カラー：ブラック
••サイズ：92・130mm
••エルゴデザインのグリップ。

片側を短くすることでグリップシフターに対応。

www.iwaishokai.co.jp/
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R
MTBエルゴグリップ

MTB Wバイス
スポンジグリップ

CP-HG719AD3

¥1,322＋税

••カラー：グレー/ブラック
••サイズ：130mm
••3種類の異なる硬さの素材を採用。
••エルゴデザイン採用で握り心地が良い

MTBエルゴグリップ
（ショート/ショート）
CP-HG719AD3-SS

¥1,322＋税
••カラー：グレー/ブラック
••サイズ：92mm
••3種類の異なる硬さの素材を採用。
••エルゴデザイン採用で握り心地が良い

CP-HG847AD2

¥2,415＋税
MTBエルゴグリップ
CP-HG719AD3-W

¥1,449＋税

••カラー：ホワイト/ブラック/レッド
••サイズ：130mm
••3種類の異なる硬さの素材を採用。
••エルゴデザイン採用で握り心地が良い

MTBグリップ

レザーグリップ

CP-HG749D2

CP-HG617A

••カラー：ブラック/グレー
••サイズ：125mm
••手のひらにソフトな素材を
採用した2層構造のグリップ

••カラー：ブラック・ブラウン
••サイズ：130mm
••ステッチがおしゃれな

¥1,035＋税

カラー：ブラック・レッド
イエロー・ブルー
ホワイト・ピンク
グレー・コルク
サイズ：
130mm
••
••ソフトスポンジタイプの
Ｗバイスグリップ。
••Ｗバイスで抜群の固定力

¥2,645＋税

レザータイプのグリップ

NEW

Wバイスグリップ
CP-HG1863-12D3

MTB Wバイスグリップ

MTB Wバイスグリップ

CP-HG775AD2

CP-HG776AD3

Wバイスバーエンドグリップ

••カラー：ブラック
••サイズ：130mm
••シンプルなデザインのＷバイスグリップ

••カラー：ブラック/グレー
••サイズ：130mm
••3層構造のＷバイスタイプのグリップ

¥3,220＋税

¥2,242＋税

¥2,415＋税

¥2,500＋税

••カラー：ブラック/レッド・ブラック/ブルー

ブラック/ゴールド・ブラック/ブラック
ブラウン/シルバー
••サイズ：135.5mm
••ステッチがおしゃれなGEL入り
Wバイスグリップ。

CP-HG849D3
••カラー：ブラック/グレー・ホワイト/グレー
••サイズ：148mm
••バーエンドとグリップの融合モデル

バーテープ
カーボン柄バーテープ
CP-BT005

¥1,495＋税

••カラー：ブラック・シルバー
••材質：PU
••エンドプラグ付き
••サラサラした手触りで、

汚れに強いバーテープです。

コルクバーテープ
CP-BT004

¥1,150＋税

スウェードバーテープ

••カラー：ブラック・ブルー・レッド・イエロー・オレンジ

CP-BT011

ピンク・ホワイト・アクアブルー・クリーム
コルク・チェレステ・ネイビー・ラグーン
ラベンダー
••材質：EVA
••エンドプラグ付き
••オールラウンドに使えるコルクタイプの定番バーテープ。
豊富なカラーラインナップが自慢です。

¥1,265＋税

••カラー：ブラック
••材質：EVA
••エンドプラグ付き
••手に優しい、しっとりとした
スウェード素材。

クラシックタイプバーテープ
CP-BT032H

￥1,955＋税

NEW

••カラー：ブラウン
••材質：PU
••エンドプラグ付き
••マイクロファイバー素材。
••クラシックな雰囲気を演出。

シリコングリップバーテープ

ベルベットバーテープ

CP-BT6093

CP-BT023LH

￥2,500＋税

••カラー：ブラック/ブラック・レッド/ブラック
••材質：シリコン+EVA
••エンドプラグ付き
••グリップ感とＥＶＡフォームのクッション性を
高次元で両立

コットンバーテープ
CP-BT035

￥2,070＋税

••カラー：ブラック・ブルー・レッド
••材質：ベルベット
••エンドプラグ付き
••ベルベット調の手触りで優しいタッチ感と
グリップ力を両立

¥1,035＋税

••カラー：ブラック・ホワイト
••材質：コットン
••エンドプラグ付き
••薄手で滑りにくいコットン素材。
••クラシックな雰囲気を演出。

使用例

グリッドパターンバーテープ
CP-BT045

￥2,300＋税

バーテープストッパーリング
CP-TS3108

￥368＋税

内装パッド付ツール缶
CP-TC1001

￥920＋税

••カラー：ブルー・レッド・ホワイト
••カラー：ブラック・ホワイト
••カラー：ブラック・ホワイト
••材質：PU
••材質：シリコン
••内装パッド付きで走行中の
••エンドプラグ付き
••バーテープの巻き終わりにフィニッシュテープを使 ガタガタ音を軽減
••タイヤのトレッドの様な握り心地。抜群のグリップ力。 わず留められます。テープの粘着剤が付かず、何度
※ 弊社在庫限り
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もお使いいただけます。

内装パッド付
ツール缶ラージ
CP-TC1009

￥1,069＋税

••カラー：ブラック・ホワイト
••内装パッド付きで走行中の
ガタガタ音を軽減

NEW

ジップツールケース
ロング
CP-TC1041L

￥2,000＋税

••カラー：ブラック
••素材：ポリエチレン
••サイズ：22cm
••ジップ式のツールケース。

R
アクセサリー

NEW

ウォーターボトル
700ml
CP-WB1580A

￥805＋税

アジャスタブル
ボトルケージ

NEW

アルミボトルケージ

CP-BC107

CP-BC163

￥862＋税

ステンレスボトルケージ

￥2,400＋税

￥1,900＋税

••カラー：ホワイト
••内容量：700ml
••シンプルデザインの
レーサーボトル

••カラー：シルバー
••材質：304ステンレス鋼
••重量：51g
••シンプルなステンレス製のボトルケージ。

••カラー：ブラック・シルバー
••材質：アルミ/樹脂
••重量：68g
••ダイヤルを回してサイズを調整することでミニ

アルミボトルケージ

CP-BC026C

CP-BC074

￥1,840＋税

••カラー：ブラック・ブルー・レッド・シルバー
••材質：アルミ
••重量：42g
••スタンダードなアルミ製ボトルケージ。
••細身のパイプがクラシックバイクにもマッチします。

••カラー：カーボン柄
••材質：アルミ
••重量：39g
••美しいフォルムのアルミ製ボ
トルケージ

ペットボトルからレーサーボトルまで対応します

NEW

アルミボトルケージ

樹脂製ボトルケージ

CP-BC074

CP-BC1460P2

￥1,610＋税

￥1,100＋税

••カラー：ブラック・レッド・ホワイト
••材質：アルミ
••重量：39g
••美しいフォルムのアルミ製ボトルケージ

樹脂製ボトルケージ

樹脂製ボトルケージ

CP-BC1460

￥1,035＋税

••カラー：ブラック・レッド・ホワイト
••材質：樹脂
••重量：38g
••絶妙なホールド感の樹脂製ボトルケージ

CP-BC1460WD

￥1,495＋税

••カラー：ウッド柄
••材質：樹脂
••重量：38g
••絶妙なホールド感の樹脂製ボトル

ペットボトル対応アルミケージ

チェーンステー＆
フレームプロテクター

チェーンステー＆
フレームプロテクター

CP-BC082

CP-CP006-2

CP-CP006-5

••カラー：ブラック・シルバー・ホワイト
••材質：アルミ
••重量：37g
••500mlペットボトル用アルミボトルケージ
••注：ペットボトルの形状によって使用できませんので

••カラー：クリアー
••ケーブルやチェーンの擦れによる

••カラー：カーボン
••ケーブルやチェーンの擦れによる

NEW

CP-ADJ01

CP-VP08

フレキシブル
ケーブルガイド

￥280＋税

••カラー：ブラック・レッド・ブルー

••カラー：ブラック・レッド・ブルー

ゴールド
••材質：ステンレス
••シフターやディレーラーに取り付けてケーブルの
張力を調整します。ワンポイントカラーカスタム
におすすめ

¥977＋税

フレームへのダメージを防ぎます。
塗装が剥げるのも防げます。

¥1,495＋税

フレームへのダメージを防ぎます。
塗装が剥げるのも防げます。

ご注意ください
※ 弊社在庫限り

インデックス
ケーブルアジャスター
（２ＰＣＳ）

￥250＋税

ブラック/ブルー

••材質：樹脂
••重量：38g
••絶妙なホールド感の樹脂製のボトルケージ。

￥1,610＋税

ケージ

NEW

••カラー：ブラック/ホワイト・ブラック/レッド

ゴールド
••材質：ステンレス
••様々な角度に対応する汎用性の
高いケーブルガイド

NEW

ケーブルアジャスター
CP-CA06

アルミカートリッジ
ブレーキシューセット
CP-BS302

￥1,050＋税

••カラー：ブラック
••材質：アルミ
••4/5mm対応
••2ヶ入り
••0～7mmの調整幅
••小型ながら7mmの調整幅がある
ケーブルアジャスター。

￥1,840＋税

••カラー：Pオレンジ・Pピンク
••サイズ：3コンパウンド/55mm
••重量：35ｇ（１Ｐ）
••アルミCNC加工のホルダーを採用した
カートリッジ式
※ 弊社在庫限り

NEW

シフトケーブル向け
アルミカラーインナーキャップ
(10個入)
CP-IC0１

アルミアウターキャップ（4個入）
ブレーキ用 CP-AC09-B
シフト用
CP-AC09-S

••カラー：ブラック・レッド・ブルー

各￥460＋税
••カラー：ブラック・ブルー・グリーン

••材質：アルミ
••1.9mm アルミ製カラーインナーキャップ

••材質：アルミ
••シールド付きのアルミ製アウターキャップ

￥オープン
ゴールド

レッド・ゴールド・シルバー

アウターラバーシールド（2個入）
ブレーキ用5mm
シフト用4mm

CP-RS12-B
CP-RS11-S

アルミバルブキャップ2個入
CP-VC021-2

¥オープン

••カラー：ブルー・レッド・ブラック
各￥552＋税
シルバー・ゴールド
••カラー：ブラック・ホワイト・レッド・ブルー・グリーン・ピンク
••材質：アルミ
材質：シリコン
••
••英・仏式の対応のアルミ製バルブキャップ
••アウターケーブルに取り付けるだけでフレームのキズを防止します。
割りが入っており取り付けも簡単

アルミカラーインナーキャップ（10個入）
CP-IC03

¥オープン
NEW

••カラー：ブラック・ブルー・グリーン・レッド・パープル・ピンク・ゴールド・チェレステ
••材質：アルミ
••2.3mm アルミ製カラーインナーキャップ
••100個入パックもあります

www.iwaishokai.co.jp/
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M5
アルミボルト

Ｍ5
Ｍ5
ステンレスボルト チタンボルト

CP-BO115-10
￥オープン

CP-BO109C-2
¥オープン

••カラー：ブラック・ブルー
レッド ・ゴールド
シルバー
••材質：アルミ
10本パック
••
••Ｍ５×18mm

••カラー：シルバー
••材質：ステンレス
••2本パック
••Ｍ５×18mm

CP-BO002A-2

￥1,725＋税
••カラー：チタン
••材質：チタン
••2本パック
••Ｍ５×18mm

アンカーセット
CP-AC666C

¥977＋税
••カラー：ブラック・シルバー
••サイズ：OVサイズ
••オーバーサイズの

スターナット(2個入)
CP-AN662C-2

¥230＋税
••サイズ：OVサイズ

アルミアヘッドスぺーサー（1個入）
2mm ¥172＋税
5mm ¥218＋税
10mm ¥253＋税
••カラー：ブラック・シルバー
••材質：アルミ
••重量：2mm 2g / 5mm 4g / 10mm 7g
••サイズもノーマル、オーバーと両方ご用意しています。

アンカーナット&ヘッドキャップセット

※ 2mmはオーバーサイズのみ

カーボンアヘッドスぺーサー（1個入）
NEW
5mm（ブラック） ¥276＋税• •（シルバー） ¥299＋税 グリップベル
10mm（ブラック） ¥345＋税• •（シルバー） ¥356＋税 CP-BE680
30mm（ブラック） ¥724＋税• •（シルバー） ¥782＋税 ￥1,000＋税

••カラー：ブラック・シルバー
••材質：カーボン
••重量：5mm 2g / 10mm 5g / 30mm 15g
••サイズもノーマル、オーバーと両方ご用意しています。
※ ノーマルサイズは、ブラックのみ

NEW

ブラスベル
CP-BL724BPQ

アルミワンタッチベル

￥950＋税

CP-AB709

••カラー：ブラック・シルバー
••カラー：ブラス/ブラック・ブラス/レッド
••材質：トップ：真鍮
ブラス/ゴールド
••ハンドル径 φ22.2mm用
••重量：26g
ハンドル回りに溶けこむように取付
••
••サイズ：19.2～31.8mmまで対応
けが出来るベル
••360度回転するハンマー
••グリップを外す必要があります
••操作しやすいコンパクトなベル。

￥517＋税

••カラー：ブラック・ブルー・ゴールド
レッド・シルバー

••材質：アルミ
••φ19.2～31.8のハンドルバーに

取り付けられるフリーバンドベル

くるくるズボンバンド

くるくるズボンバンド

（２個セット）

（２個セット）

￥920＋税

￥805＋税

CP-RB2319

樹脂製ズボンクリップ
（2個セット）

CP-RB2331

••カラー：オレンジ・ホワイト・イエロー
••サイズ：33X3.5cm
••反射素材
••フレームやかばんにも簡単に取り付け可能

CP-ZC2316R

••カラー：シルバー
••サイズ：32.5X3.2cm
••反射素材
••フレームやかばんにも簡単に取り付け可能

¥517＋税
••カラー：ブラック/シルバー
••クリップタイプのズボンバンド。

夜間走行も安全な反射テープ付き

ツール

NEW

ハンディツール

ミニハンディツール 7in1

CP-TL262-2T

CP-TL１1FS

¥1,600＋税

••カラー：シルバー
••重量：132ｇ
••2・2.5・3・4・5・6・8 / - / T25・T30
••コンパクトな10ファンクションツール。

ミニハンディツール
CP-TL286N

¥1,725＋税

¥750＋税
••カラー：ブルー・グリーン・グレー・レッド
••重量：64ｇ
••hex : 2・3・4・5・6 / + / ••アルミアームのコンパクトハンディツール

ハンディツールバンブー

ハンディツールバンブー ミニハンディツール

CP-TL１２２

CP-TL82

¥1,955＋税

••重量：200ｇ
••材質：バンブー
••2・2.5・3・4・5・6・8・T25・＋・－
チェーン切り

••バンブーボディを採用した
11ファンクションツール

携帯用ペタルレンチ＆ クロモリニップル回し アーレンキーセット
BOXレンチ
６カラー
CP-TL25SW
¥700＋税
CP-TL626-15D
CP-TL613
••カラー：ブラック
¥1,725＋税
¥1,587＋税

••サイズ：64×28×20mm
••重量：98ｇ
••重量：47ｇ
••重量：420ｇ
••2・2.5・3・4・5・6・8・T25・＋ ••14/15BOXレンチ・タイヤレバー・ ••＃１０/１１/１２/１３/１４/１５
サイズに対応
••コンパクトにまとめた
15ｍｍ・ニップル回し（3.2・3.5）
9ファンクションツール
クロモリ製のマルチサイズ対応の
••持ち運びに便利なペダルレンチ。 ••
その他機能も充実

9

ニップル回し

••重量：290g
••2/2.5/3/4/5/6mm
••サイズごとに色分けされている
持ち運びに便利な
アーレンキーセット

¥1,437＋税

CP-TL289

¥1,680＋税
••重量：154ｇ
••サイズ：55×30×15ｍｍ
••材質：バンブー
••重量：84ｇ
••2・2.5・3・4・5・6・8・T25・＋・－ ••2・2.5・3・4・5・6・T25・＋・－・
ニップル回し（3.2・3.3・3.5・マビック）
••バンブーボディを採用した
10ファンクションツール
••ミニツールながら驚きの
13ファンクションツール

ハンドル付き
カートリッジＢＢツール

ハンドル付き
ホローテックⅡＢＢツール

CP-TL26BB

CP-TL29BB

••重量：318g
••シマノカートリッジBB脱着工具。

••重量：415g
••シマノ「ホローテックⅡ」用BB脱着工具。

¥1,955＋税

ハンドル付きでレンチ要らず

¥3,047＋税

ハンドル付きでレンチ要らず

••BB9000,BBR60には対応しており
ません

R

+

NEW

12mmスルーアクスル&
QR対応HGロックリング外し
CP-TL126-6A

ハンドル付き
ＨＧロックリング外し
CP-TL126

¥1,360＋税

••カラー：シルバー
••12mmスルーアクスル対応
••マグネット着脱式アダプターを使うことによって

¥1,840＋税

••重量：258g
••レンチ不要のハンドル付きのス

スルーアクスルにも対応したロックリング外し。

••アダプターを外せば、通常のクイックリリースハブに
も使用出来ます。

ハンドル付
ペタルレンチ
CP-TL162

¥1,322＋税

プロケットロックリング付け外し
工具。CP-TL501との組み合わ
せがオススメ

ハンドル付コッタレス
クランクツール
CP-TL215

¥1,840＋税

ペダル＆BOXレンチ
CP-TL161SP

¥1,420＋税
••カラー：ブルー
••重量：220g
••14/15ボックスレンチ､ペダルレン

チ､10mmオープンエンドスパナ
••ピストのメンテナンスに最適なツール。
ハブナット、ペダル、チェーン引きまで
これ１つでOK！

ロックリング＆
スプロケット外し
(厚歯対応)
CP-TL92B

••重量：206g
••重量：298g
¥2,415＋税
••15ｍｍ
••コッタレスクランクを抜くための
••重量：440ｇ
握りやすく力の入れやすい
••
工具。ハンドル付きでレンチ要らず
••1/2ｘ1/8 厚歯用
ペダルレンチ

ハンドル付
スプロケット外し
CP-TL501

¥1,322＋税

••重量：290g
••7～11段 対応
••スプロケットロックリングを

バンブーハンドル付
ペダルレンチ＆BOXレンチ
CP-TL94

ウッドハンドル付
ペダルレンチ
CP-TL91

¥4,232＋税

••重量：420ｇ
••15ｍｍ・14/15BOXレンチ
••バンブーハンドルを採用した高級感溢れる

ペダルレンチ。14/15mm ボックスレンチも
付いています。

デュアルレンチ
CP-TL8W
8mm ¥1,150＋税
CP-TL9W
9mm ¥1,207＋税
CP-TL10W 10mm ¥1,322＋税
CP-TL15W 15mm ¥1,495＋税
••美しい仕上げのメガネ＆スパナのデュアルレンチ

外す際に共回りを防ぐための
ツール。ラバーハンドル付き
CP-TL126との組み合わせが
オススメ。

¥2,875＋税

••重量：320ｇ
••15ｍｍ
••ウッドハンドルを採用した

高級感溢れる ペダルレンチ

ハブスパナ
各¥920＋税
CP-TL13SK 13mm
CP-TL14SK 14mm
CP-TL15SK 15mm
CP-TL16SK 16mm
CP-TL17SK 17mm
••重量：118ｇ
••デザインと機能性を両立した
ハブスパナ

タイヤレバー3本セット
CP-TL03

￥529＋税

••カラー：ブラック
••材質：樹脂
••強くて軽い樹脂製タイヤレバー
※ 展開イメージ

ゲージ付
マイクロフロアーポンプ
CP-MP821

米仏兼用エアーゲージ
CP-TG05

ウッドハンドルゲージ付きフロアーポンプ ￥3,795＋税
CP-FP54

￥5,750＋税

￥1,840＋税

••米・仏兼用
••大きく見やすいゲージ
••MAX160PSI/11気圧
••減圧ボタン付
••自転車に最適な範囲の空気圧を表示

••カラー：ブラック・ホワイト・レッド
••サイズ：660ｍｍ
••重量：1,570ｇ
••材質：スチールバレル
••MAX160PSI/11気圧
••パッキンの入れ替えなしで英・米・仏に対応

（英式バルブは付属のクリップを使用することで対応します）

••見やすいトップマウントゲージ

早変わり！

••ホース式のため、初心者や女性にも

ディスプレースタンド
CP-DS1 PLUS

¥2,645＋税

••カラー：ブラック・シルバー・レッド・ホワイト
••整備時の必需品。
••付属のハブ受けに交換すると、カンパニョーロや

フルクラムのクイックレバーにも対応
※ 装着できないタイプのクイックもあります

使いやすい

NEW

29
in

••カラー：ブラック
••サイズ：280mm
••重量：188g
••材質：6063 アルミニウムバレル
••MAX140PSI/9.5気圧
••米・仏バルブ対応
••スタンドを出すとフロアーポンプに

メンテナンススタンド
カンパ・フルクラム対応
アダプター
¥264＋税

••CP-DS1 PLUS 用のスペアパーツ

29インチ対応ディスプレースタンド
CP-DS1H PLUS

¥2,875＋税

••カラー：ブラック
••サイズ：29インチ対応/カンパアダプター付き
••整備時の必需品。
••付属のハブ受けに交換すると、カンパニョーロや

CP-MS200BH

¥23,000＋税

••カラー：ブラック
••素材：アルミ
••フロントまたはリアエンドとBB下を固定する
タイプの整備スタンド

••高さ調節可能
••スルーアクスル対応
••BBシェルを固定するストラップ付き
••コンパクトに折り畳めるスルーアクスル対応の
メンテナンススタンド。

フルクラムのクイックレバーにも対応
※ 装着できないタイプのクイックもあります

www.iwaishokai.co.jp/ 10
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ロック
ユニーク フォールディングロック
CP-LK798

￥6,200＋税

••カラー：ブラック
••サイズ：60cm（14links ）
••重量：528ｇ
••ラウンドキー3本付
••専用ブラケット付
••手のひらサイズに収納できる金属プレート式のロック

カラビナロック
CP-LK171

￥2,550＋税

アルマイトレッド・アルマイトブラック・アルマイトブルー
••カラー：アルマイトレッド・
••サイズ：3×1500ｍｍ コイル
重量：
120ｇ
••
••4桁のお好きな番号をセットするだけ。
••軽量・コンパクトサイズのキーレスカラビナロック。

マイセットコンパクトロック
CP-LK665

￥1,610＋税

••カラー：ブラック・レッド・ホワイト
••サイズ：ケーブルサイズ2.2×1800mm コイルタイプ
••重量：57ｇ
••３桁のお好きな番号をセットするだけ。
••持ち運びに便利なキーレスコンパクトロック

ダブルループロック
CP-LK187

￥2,645＋税

••カラー：ブラック・ホワイト・ブルー・グリーン・ピンク・レッド
••サイズ：8ｍｍ×180cm
••重量：420g
••ダブルループタイプのワイヤー錠。前後車輪をロック出来ます

※ ブルー、
グリーン、
ピンク、
レッドは、弊社在庫限り

コイル式ロングワイヤー錠
CP-LK512

￥1,265＋税

••カラー：マットブラック・マットブルー・マットパープル
マットレッド・マットイエロー

••サイズ：6ｍｍ×200cm
••重量：200ｇ
••3本キー付

ダイヤル式コイルワイヤー錠
CP-LK532

￥1,265＋税

••カラー：マットブラック・マットブルー・マットパープル
マットレッド・マットイエロー

••サイズ：8ｍｍ×150cm
••重量：200ｇ
••ダイヤルは４列で番号は１～６

IWAI ORIGINAL LOCK

岩井商会が展開しているロングセラーのオリジナルロック。カラーやサイズも豊富で、あなたのニーズにお答えします。愛車の防犯対策にも
欠かせません。
※商品の重量はスペア―キー・ブラケット等の付属品を含んだ総重量です。

ジョイントロック

ジョイントロック

ワイヤー錠

ワイヤー錠

TY-205
¥オープン

TY-211
¥オープン

TY-4505L
¥オープン

TY-4505M
¥オープン

••カラー：スモーク
••サイズ：スチールリンク径φ18mmx長さ100cm
••重量：510g
••材質：スチールケーブル+スチールジョイントリンク+

••カラー：ブラックカバー
••サイズ：スチールリンク径φ22mmx長さ150cm
••重量：1,100g
••材質：スチールケーブル+スチールジョイントリンク+

••壊されにくいシリンダーキー
••万一の紛失時にも安心の3本キー仕様
••切断行為に強い硬質スチールジョイントリンク！

••防犯性の高いディンプルキー
••万一の紛失時にも安心の3本キー仕様
••鍵穴にホコリや異物の侵入を防ぐダストカバー付
••収納に便利なマジックテープ付
••切断行為に強い保護カバー付の硬質スチールジョ

プラスチックカバー

プラスチックカバー+繊維カバー

イントリンク！
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••カラー：クリアーブルー・スモーク・クリアー

クリアーレッド
••サイズ：ワイヤー径φ12mmx長さ90cm
••重量：270g
••材質：スチールケーブル+PVCコーティング
••防犯性の高いディンプルキー
••万一の紛失時にも安心の3本キー仕様
••長さを有効に使えるストレートワイヤー
••シンプルでカラフルな定番のワイヤーロック！

••カラー：クリアーイエロー・スモーク・クリアー

クリアーレッド・クリアーピンク
クリアーパープル・クリアーブルー
••サイズ：ワイヤー径φ12mmx長さ60cm
重量：210g
••
••材質：スチールケーブル+PVCコーティング
••防犯性の高いディンプルキー
••万一の紛失時にも安心の3本キー仕様
••長さを有効に使えるストレートワイヤー
••シンプルでカラフルな定番のワイヤーロック！

ロングプレッシャープラグ
¥2,656＋税

••サイズ：22～26ｍｍ
••長さ：52ｍｍ
••重量：63g
••材質：カーボンヘッドキャップ
••アンカー部分を長くする事によりフォークコラム
の変形を防止

コイル式ワイヤー錠
(マルチブラケット付き)

TY-521B
¥オープン

コイル式ワイヤーロック！
（φ20～35mmのパイプ径へ対応）

マイセットワイヤー錠

マイセットワイヤー錠

••カラー：スモーク
••サイズ：ワイヤー径φ10mmx長さ100cm
••重量：290g
••材質：スチールケーブル+PVCコーティング
••壊されにくいシリンダーキー
••万一の紛失時にも安心の3本キー仕様
••コンパクトに収納可能なコイル式ワイヤー
••縦・横方向にも装着可能な、マルチブラケット付き

プレッシャープラグ
¥1,449＋税

TY-523S
¥オープン

TY-523M
¥オープン

••カラー：クリアー・クリアーイエロー

スモーク・クリアーレッド
••サイズ：ワイヤー径φ12mmx長さ70cm
••重量：260g
••材質：スチールケーブル+PVCコーティング
••自分の好きな番号にセット可能
••長さを有効に使えるストレートワイヤー
••ダイヤル式の為、カギを失くす心配が有りません。

••サイズ：22～26ｍｍ
••長さ：32ｍｍ
••重量：45ｇ
••材質：アルミヘッドキャップ

••カラー：スモーク・クリアー
••サイズ：ワイヤー径φ12mmx長さ35cm
••重量：195g
••材質：スチールケーブル+PVCコーティング
••自分の好きな番号にセット可能
••施錠しやすいコイル式ワイヤー
••ダイヤル式の為、カギを失くす心配が有りません。

アヘッド
変換アダプター
¥1,207＋税

••サイズ：1インチ⇒ＯＶサイズ

ＯＶサイズ⇒ＯＶサイズ

••スレッドフォークに

アヘッドステム取付可能

IWAI ORIGINAL ACCESSORIES

シートアジャストシム
¥690＋税

••φ25.4ピラー用／26.4～28.0に対応
φ27.2ピラー用／29.0～31.0に対応

チェーンキャッチャー
CC-FTP01

¥1,600＋税

••カラー：シルバー･ブラック
••直付けのFDに取付可能

ロードブレーキレバー

サブブレーキレバー

BL253

160A

••カラー：シルバー
••材質：アルミ
••23.8～24.2mm 対応
••ノーマーク/パッケージ無し
••ステンレスインナーケーブル付き（2100mm)
••汎用性の高いドロップハンドル向けブレーキレバー。

••カラー：ブラック・シルバー
••材質：アルミ
••クランプ 22.2/23.8mm シム付
••ノーマーク/パッケージ無し
••専用ステンレスインナーケーブル付き（2100mm)
••ドロップハンドルのトップ部分に取り付ける補助ブレーキレバー。
••固定部は開閉式のために簡単に後付けできます。

¥3,700＋税

¥3,700＋税

※付属のインナーケーブルは本商品をブレーキレバーとして使用する際に
使用するものです。

マスコット バルブキャップ
¥オープン

••アイスクリーム、フラワー（オレンジ・ピンク）、フロッグ、スマイル

スカル
（シルバー・ゴールド・スケルトン）
、
クロス
（ブラック・シルバー）
、
ダイス

••英・米・仏対応
ドラン

イギリス・オームスカークに拠点を置くDolan Bikesは、
30年以上ものフレーム製造技術を用いて、
ライダーそれぞれの要望に
応えるカスタムフレームを提供する事で有名なメーカーです。
数々のタイトルを獲得し、
世界記録も樹立しています。

DF4 カーボントラックフレーム
¥310,000＋税

••カラー：ブラック
••素材：カーボンファイバー
••サイズ：51,53,55cm
••重量：2.1kg(55cm/フレームセット)
••タイヤクリアランス : 23mm
••BB : JIS規格
••ヘッド規格 : 1-1/8"
••専用シートポスト付属（264g/クランプ込み）
••世界選手権や欧州選手権で80以上ものタイトルを獲得したDF3のニュー

モデル。世界記録を打ち立てた実績を持っています。DF4は6日間レースで
デビューを飾り、既に3つの欧州選手権、2つの世界選手権でタイトルを獲
得しています。Dolan Bikesはイギリスで市販モデルとして最初にUCI認定
を受けたトラックフレームです。
••競技専用フレームです。公道での使用は出来ません。

Misura
Size

N(ﾎﾘｿﾞﾝﾀﾙ）

C(ｾﾝﾀｰﾄｯﾌﾟ）

L

Q1

Q7

Stack

Reach

51.5

515

460

100

73.5

75

477

393

53

530

487

100

74

75

479

401

55

550

505

120

74

74.5

498

414

アルピナ

Alpina カーボンスプリントバー
¥38,000＋税

••カラー：ブラック
••素材：カーボンファイバー
••サイズ：33cm、38cm(芯 - 芯)
••重量：290g
••世界的スプリンター“サー·クリス·ホイ”も使用する、超軽量·高剛性のカー
ボンハンドル。スプリンターの爆発的なパワーをしっかりと受け止めます。
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チネリ

Vigorelli Shark

1948年、数々の輝かしい戦績を収めたプロロードレーサー"チーノ・チネリ"によって創業された、
イタリアの3大ブ
ランドの一つ。近年では、
アーティストとのコラボレーションも積極的に行っており、斬新なデザインが人々を魅了
し続けます。有名企業にスポンサードされている、固定ギアバイクのみで行われるビッグイベント"レッドフッククリ
テリウム"では、2度の総合優勝を飾っています。

正統派のトラックフレームは、市街地で
行われる過酷なレースにも対応し、タイ
トなコーナーも駆け抜けます。シートス
テーをショート化し、リア三角を小さく
する事で剛性を確保。ホイールアーチに
沿ったエアロ形状のシートチューブを採
用しています。BB下にはレーザーを彷彿
とさせるフィンが設計されており、エア
ロダイナミクス効果を発揮します。

¥125,000＋税（フレームセット）

••カラー：レッドアラート
••サイズ（cm）：XS(50) - S(52) - M(54) - L(56)
••チューブ：コロンバス エアプレーン
••フレーム重量：1570g（size M）
••フォーク：コロンバス フューチュラ 1-1/8”
カーボン・モノコック

••フォーク重量：350g
••フォーク・オフセット：45mm
••ヘッドサイズ：EC34/28.6 - EC34/30
••ヘッドパーツ：付属
••BB規格：BSA 68mm
••最大タイヤ幅：700 x 25c
••ケーブルルーテイング：
リアブレーキケーブル内蔵式

••専用カーボンシートポスト(200g)、
専用シートクランプ付属。
前後ブレーキ穴有り

Vigorelli Alu
￥105,000＋税（フレームセット）

カラー：ホワイトチーム
••サイズ（cm）：XS（50）- S（52）- M（54）- L（56）
••チューブ：コロンバス エアプレーン
••フレーム重量：1570g（size M）
••フォーク：コロンバス ピスタ 1-1/8" - 1-1/2"
カーボンブレード / アルミニウムコラム
••フォーク重量：590g
••フォーク・オフセット：35mm
••ヘッドサイズ：IS 42/28.6 - IS 52/40
••ヘッドパーツ：コロンバス コンパス 1-1/2"
••BB規格：BSA 68mm
••シートポスト径：Ø 31.6mm
••シートクランプ径：Ø 34.9mm
••最大タイヤ幅：700 x 28mm
••ケーブルルーテイング：
リアブレーキケーブル内蔵式
••前後ブレーキ取付可能

Vigorelli Track Steel
¥105,000＋税（フレームセット）

••カラー：ブラックナイト
••サイズ（cm）：XS(47) - S(50) - M(53) - L(56)
••チューブ：コロンバス スロン
••フレーム重量：1900g（size M）
••フォーク：コロンバス フューチュラ 1-1/8” - 1-1/2"
カーボン・モノコック

••フォーク重量：350g
••フォーク・オフセット：45mm
••ヘッドサイズ：ZS 44/28.6 - EC 44/40
••ヘッドパーツ：付属
••BB規格：BSA 68mm
••シートポスト径：Ø 31.6mm
••シートクランプ径：Ø 33.5mm
••最大タイヤ幅：700 x 28mm
••ケーブルルーテイング：
リアブレーキケーブル内蔵式

••前後ブレーキ穴有り

チーム・チネリや世界中のライダー達が跨
るカラフルなトラックフレーム。バンクで
戦うアルミフレームは、クリテリウムのタ
イトなコーナーにも立ち向かいます。前後
ブレーキ取付可能で安全です。

Tutto
￥90,000＋税（フレームセット）
￥125,000＋税（完成車）
••カラー：ノットグレー
••サイズ（cm）：S（52）- M（54）- L（56）- XL（59）
••チューブ：コロンバス クロモリ
••フレーム重量：2000g（size M）
••フォーク：コロンバス スチール 1-1/8”
••フォーク重量：950g
••フォーク・オフセット：45mm
••ヘッドサイズ：EC 34/28.6 - EC 34/30
••ヘッドパーツ：付属無し
••BB規格：BSA 68mm
••シートポスト径：Ø 27.2mm
••シートクランプ径：Ø 29.8mm
••最大タイヤ幅：700 x 35mm
••ケーブルルーテイング：リアブレーキケーブル内蔵式
••フロントラック取付可能 /
ベルトドライブ対応

••前後カンチブレーキ台座付属
取付可能

Gazzetta
￥60,000＋税（フレームセット）
￥108,000＋税（完成車）
••カラー：ビヨンドブルーアイズ
••サイズ（cm）：XS（50.5）- S（52.5）- M（55.5）- L（59.5）
••チューブ：コロンバス クロモリ ダブルバテッド
••フレーム重量：2050g（size M）
••完成車重量 ：9.7kg（size M）
••フォーク：コロンバス クロモリ 1-1/8”
••フォーク重量：850g
••フォーク・オフセット：35mm
••ヘッドサイズ：EC 34/28.6 - EC 34/30
••ヘッドパーツ：TANGE ER2
••BB規格：FSA BB-7420 ST
••クランクセット：LASCO 46T - 170 mm
••チェーン：KMC Z510
••シートポスト：チネリ 6061 Ø 27.2 mm
••シートポスト径：Ø 27.2mm
••ハンドルバー：チネリ 20 mm Rise Bar Ø 31.8 mm
••ステム：Rise Bar Ø 31.8 mm
••チネリ 6061 Ø 31.8 mm
••グリップ：VELO VLG 520
••ブレーキ：PROMAX RC-452
••ブレーキレバー：PROMAX 249A
••ホイール：A-RIM S4219 Rims - KT Hubs Fix/Free Flipﬂop
••ギア：17T固定ギア / 18Tフリーギア
••タイヤ：DURO Hypersonic 700 x 25 mm
••最大タイヤ幅：700 x 25mm
••ペダル：WELLGO R110
••サドル：VELO VL-1353
※ 前後ブレーキ付き

イタリアで有名なニュースペーパー"Gazzetta Dello Sport"にちなん
で名付けられました
細部にもこだわったクラシックスタイルのクロモリフレームです
コンプリートバイクとして人気のガゼッタに待望のフレームセットが
登場！

Tipo Pista
￥105,000 ＋税
￥118,000 ＋税（リアブレーキケーブル内蔵式、フリーギア付属）
※アッシュズ・トゥ・アッシュズを除く

••カラー：タッチオブグレー / パープルレイン
アッシュズ・トゥ・アッシュズ

••サイズ（cm）：XS（47）- S（50）- M（53）-L（56）
••チューブ：コロンバス アロイ・カスタム
••フレーム重量：1650g（size M）
••完成車重量：7.8kg（size M）
••フォーク：コロンバス カーボン / アロイ 1-1/8"
••フォーク重量：560g
••フォーク・オフセット：35mm
••ヘッドサイズ：IS 42/28.6 - IS 42/30
••ヘッドパーツ：コロンバス コンパス 1-1/8"
••BB：FSA BB-7420 ST
••クランクセット：LASCO 48T - 165mm
••チェーン：KMC Z510
••シートポスト：チネリ 6061 Ø 27.2mm
••シートポスト径：Ø 27.2mm
••ハンドルバー：チネリ 6061 Ø 31.8mm
••ステム：チネリ 6061 Ø 31.8mm
••バーテープ：チネリ
••ブレーキ：PROMAX RC-452
••ブレーキレバー：PROMAX 160A
••ホイール：JALCO MRX24 Rims KT Hubs Fix/Free Flipﬂ op

••ギア：17T 固定ギア
••タイヤ：DURO Hypersonic 700 x 25mm
••最大タイヤ幅：700 x 25mm
••ペダル：付属なし
••サドル：チネリ VL-1319A

※ 前後ブレーキ付き

経験、成功、知識
これらによって生み出されたアルミフレームはヴェロ
ドロームだけでなく
アーバンライドでもパフォーマンスを発揮します

13 ※ チネリ別冊カタログをご用意しております。

チームチネリと共同開発された、フィック
スギアクリテリウムに特化した世界初のフ
レーム。トラックバイク譲りのジオメトリ
ーとしつつ、BBハイトを高くする事で、
地面とのクリアランスを確保しています。
また、フォークオフセットを最適化し、よ
り安定性を高めています。'19モデルでは
リアにもブレーキ穴が開いており、より日
本でお使いいただきやすい仕様となって
います。

トゥットはマッシュワークの後継としてア
ップデートされました。トゥットは名前の
通り”全て”という意味で、ハイパフォーマ
ンスな街乗りトラックフレームです。
メッセンジャー仕様にも、クリテリウム仕
様にも、コミューターとしてシングルクロ
スバイク仕様にも、何にでもカスタム出
来ます。
ベルトドライブ対応です。TIG溶接による
剛性を高めたフロントフォークを採用しま
した。(ベルトドライブは軽量で信頼性が
高く、メンテナンスフリー)

Experience

Hobootleg Interrail
コロンバス・エアプレーンから生み
出されたアルミフレームからは、類
まれなレーシングマインドを経験
(Experience)出来ます。レースで
もトレーニングでもパフォーマンス
を発揮する万能フレームです。人間
工学に基づいた設計によって、驚く
ほど幅広いポジション調整が可能
です。'19に刷新された本モデルで
は、28Cタイヤが装着可能となり
ました。

￥150,000 ＋税（完成車）

••カラー：レッドライト / エブリシング・ターンズグレー
••サイズ（cm）：XXS (44) - XS (47) - S (50) - M (53) - L (56)
••チューブ：コロンバス エアプレーン トリプルバテッド
••フレーム重量：1500g（size M）
••完成車重量：9.5kg（size M）
••フォーク：コロンバス カーボン / アロイ 1-1/8" - 1-1/2" テーパー
••フォーク重量：560g
••フォーク・オフセット：45mm
••ヘッドサイズ：ZS 44/28.6 - EC 44/40
••ヘッドパーツ：コロンバス コンパス 1-1/8" - 1-1/2"
••BB：SHIMANO 105(BSA 68mm)
••ブレーキ：SHIMANO 105 BR-R7000
••クランクセット：SHIMANO FC-RS510 50-34T/11S
••ホイール：SHINING A262 28H
••F・ディレーラー：SHIMANO 105 FD-R7000-L
••スプロケット：SHIMANO 105 CS-R7000 /
••R・ディレーラー：SHIMANO 105 RD-R7000
11-28T
••シフトレバー：SHIMANO 105 ST-R7000
••タイヤ：MICHELIN DYNAMIC SPORT
••チェーン：KMC X11-1
700 × 25C
••シートポスト：チネリ 6061
••最大タイヤ幅 ：700 × 28C
••シートポスト径：Ø 27.2mm
••ペダル：付属なし
••シートクランプ径：Ø 31.8mm
••サドル：チネリ MONZA START
••ハンドルバー：チネリ 6061 Ø 31.8mm
••ステム：チネリ 6061 Ø 31.8mm
••バーテープ：チネリ コルクリボン

Hobootleg
￥210,000＋税（完成車）
••カラー：グリーンモンキー
••サイズ（cm）：XS (46 - 26") - S (49) - M (53) - L (56)
••チューブ：コロンバス クロモリ ダブルバテッド
••完成車重量：12.6kg（size M）
••フォーク：コロンバス クロモリ 1-1/8"
••フォーク・オフセット :50mm
••ヘッドサイズ：EC 34/28.6 - EC 34/30
••ヘッドパーツ：TANGE ER2
••BB：FSA BB-7420ST (BSA 68mm)
••クランクセット：SHIMANO ACERA 48/36/26
••F・ディレーラー：SHIMANO Sora (バンド / φ28.6mm)
••R・ディレーラー：SHIMANO Deore RD-M591
••シフトレバー：Microshift BS-T09
Bar end - Index-Friction
••チェーン：KMC Z9
••シートポスト：チネリ・ブートレッグ 6061
••シートポスト径：Ø 27.2mm
••シートクランプ径：Ø 29.8mm
••ハンドルバー：チネリ・ブートレッグ 6061
Ø 31.8mm
••ステム：チネリ・ブートレッグ 6061 Ø 31.8mm
••バーテープ：カモフラージュコルクリボン

￥190,000＋税（完成車）
••カラー：エージェントオレンジ
••サイズ（cm）：S(51) - M(54.5) - L(57)
••チューブ：コロンバス クロモリ
••完成車重量：2500g（size M）
••フォーク：コロンバス クロモリ 1-1/8"
••ヘッドサイズ：EC 34/28.6 - EC 34/30
••ヘッドパーツ：External 1-1/8"
••BB：FSA BB-7420ST(BSA 68mm
••クランクセット：FSA VELO PRO 1×42T
••R・ディレーラー：SHIMANO Deore RD-M6000 10S
••シフトレバー：SHIMANO Deore SL-T6000-R
••チェーン：KMC X10EL
••シートポスト：チネリ 6061
••シートポスト径：Ø 27.2mm
••シートクランプ径：Ø 29.8mm
••ハンドルバー：チネリ・ブートレッグ
フラットツーリングバー φ31.8mm

••ステム：チネリ・ブートレッグ 6061 φ31.8mm
••グリップ：VELO GRIP RUBBER
••ブレーキ：TEKTRO HD-M285 F/R

Gazzetta Della Strada
ツールドアフリカより得た貴重な経験から
生み出されたホブートレッグ。このバイク
でパオラ・ジャノッティが世界一周を最速
で成し遂げ、ギネスワールドレコードに認
定されました。ホブートレッグとはトラベ
ルマシーンを意味しています。フレーム、
フォーク共にコロンバス製のクロモリチュ
ーブが使われており、ツールドアフリカの
様な過酷なウルトラサイクリングでも耐え
うる様に、特殊な防錆塗装(EDP)を施して
います。

••ブレーキ：TEKTRO 992AG カンチレバー
••ブレーキレバー：TEKTRO RL340
••ホイール：リム : ALEX DH19 36H

ハブ : SHIMANO Sora
スポーク : ステンレス
スプロケット：SHIMANO
CS-HG50
••
11/34T
••タイヤ：MICHELIN PROTECK CROSS
700×37C
••最大タイヤ幅：700 x 40mm
(フェンダー付)
••ペダル：付属なし
••サドル：チネリ SSM ERA STARTUP
••付属品：前後フェンダー&キャリア
※ボトルマウント:3箇所/最大積載重量:
フロント…18kg、
リア…40kg

※ チネリ別冊カタログをご用意しております。

￥148,000＋税（完成車）

長旅やデイリーユースの為に開発された、
新設計のツーリングバイク。ジョンズス
タイルのハンドルバーを標準装備してお
り、様々なポジションでのライディングを
可能としています。ディスクブレーキを搭
載する事で、過酷な状況でも安全に目的
地へと導いてくれます。HOBOOTLEGシ
リーズは、特殊な防錆塗装(EDP)を施して
います。
160mmローター

••ホイール：SHINING 700C 32ZH
ディスクブレーキ仕様

••スプロケット：SHIMANO CS-HG50-10
11/36T

••タイヤ：MICHELIN PROTECK CROSS
700×35C
••最大タイヤ幅：700×40C(フェンダー付)
••ペダル：付属なし
••サドル：チネリ SSM ERA STARTUP

街乗り用としての使い勝手を考えたツーリ
ングバイク。前後共にキャリア、フェンダ
ーが標準装備されています。7段変速が装
備されており、郊外での移動ツールとして
だけではなく、アップダウンでも楽に走れ
ます。クラシカルなジオメトリー、ブルッ
クスサドルの様にディティールへのこだわ
りが随所に散りばめられています。

••カラー：フォーエバーグリーン
••サイズ（cm）：XS (50) - S (53) - M (55) - L (57)
••チューブ：コロンバス クロモリ ダブルバテッド
••フレーム重量：2150g（size M）
••完成車重量：••フォーク：コロンバス クロモリ 1-1/8"
••フォーク重量：1050g
••フォーク・オフセット：50mm
••ヘッドサイズ：EC 34/28.6 - EC 34/30
••ヘッドパーツ：TANGE ER2
••BB：FSA BB-7420ST(BSA 68mm)
••クランクセット：SHIMANO TOURNEY

••ハンドルバー：チネリ 6061 Ø 31.8mm
••ステム：チネリ 6061 Ø 31.8mm
••バーテープ：チネリ マイクロファイバー/ブラック
••ブレーキ：TEKTRO R369 ロングアーチ
••ブレーキレバー：TEKTRO RL721
••ホイール：SHIMANO FH-TY500-7-QR

••F・ディレーラー：SHIMANO TOURNEY

••スプロケット：SHIMANO CS-HG200

FC-A070 50-34T

FD-A070-A(バンド/φ28.6mm)
••R・ディレーラー：SHIMANO TOURNEY
RD-A070 7S 直付
••シフトレバー：SHIMANO TOURNEY ST-A070
••チェーン：KMC Z7
••シートポスト：チネリ 6061
••シートポスト径：Ø 27.2mm

700C/622-18/36H
12/28T 7S

••タイヤ：KENDA K193 700 x 28mm
••最大タイヤ幅：700×28C(フェンダー付)
700×32C(フェンダー無)

••ペダル：付属なし
••サドル：BROOKS B17
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※ チネリ別冊カタログをご用意しております。

HANDLE BAR
Ram 3 Mike Giant
￥92,000＋税

••カラー：Mike Giant
••素材：T700 HMカーボン
••ハンドル幅（芯-芯）/ステム長：

400 / 100mm・400 / 110mm
420 / 110mm・420 / 120mm
420 / 130mm・440 / 130mm
••重量：410g（ 420 / 120mm）
••フォーククランプ径：28.6mm
••ケーブルルーティング：ケーブル内蔵式
••付属品：サイクルコンピューター用アダプター

1990年代半ば、サンフランシスコで起きた
アンダーグラウンド・ムーブメントの中心人
物であるMike Giantの作品は、驚くほど緻
密なグラフィティ・アート、スケートボード・
アート、タトゥー・アートを生み出すことで、
世界的に知られています。近年は、カタログ
カバー・アート、ポスター、バーテープそして
Ram Mike Giantでコラボレーションして
います。

380mmのハンドルサイズを展開するために再設計し、さらに 超高性能で軽量なモノコックカーボンハンドルバーは、 どのポジションでも安全で快適なブルホーンバー。
理想的な握り心地を可能にするPPA（Progressive チューブ成形に最適なハイドロフォーミング加工を
握りやすくて快適なグリップゾーンを４カ所設けました。
Paraboric Action）成形されたドロップ形状により、 採用しています。ライズやアングル、ブルホーンの長
非常に軽く、応答性に優れています。
さを見直し、サンドブラスト処理によってグリップ力
を向上させています。

Width C/C

H

P

RAM3 MIKE GIANT

133

85

φ
-

NEO MORPHE

141

93

31.8

NEOS

125

70

31.8

とても丈夫なハンドルバーを求める、あなたのニーズに
応えました
冷間引抜テーパー加工された、カスタムダブルバテッド
アルミニウムから生まれた、スイープ付(5 )ハンドルバー

Wand

Neo Morphe
￥29,800＋税(ブラック)
￥32,800＋税(ホワイト)

Cinelli Bullhorn
￥15,000＋税

Neos
￥29,800＋税

••カラー：カーボンブラック・ホワイト
••素材：T700 HM モノコック・カーボン
••ハンドル幅（芯-芯）：380・400・420・440mm
••重量：230g（ 420mm）
••ハンドル径：φ31.8mm

••カラー：カーボンブラック
••素材：HM モノコックカーボン
••ハンドル幅（芯-芯）：400・420・440mm
••重量：185g（ 420mm）
••ハンドル径：φ31.8mm

※ ホワイトは弊社在庫限り

••カラー：マットブラック
••材質：6061アルミニウム
••ハンドル幅（芯-芯）：400mm
••重量：290g
••ハンドル径：φ31.8mm
••バーエンド径：φ24mm

￥5,200＋税(ブラック)
••カラー：ブラック
••材質：6061 T6 ダブルバテッド・アルミニウム
••ハンドル幅（芯-芯）：440mm
••重量：135g
••ハンドル径：Ø 31.8mm
••バーエンド径：Ø 22.2mm
••スイープ：5° back

STEM

鍛 造アルミニウムは、非常に軽く、耐久性を持たせる為
に、肉厚の異なるオーバル形状に設計され、カーボン繊維
を単一方向にすることで補強されています。

Neos
￥12,800＋税)

••カラー：カーボンブラック
••素材：鍛造7075 T6 アルミニウム
••クランプ径F/R：φ31.8mm/φ28.6mm（1-1/8"）
••ステムアングル：83°/ 97°
••サイズ：90・100・110・120mm
••重量：115g（100mm）
••ボルト：M5
※ 各ステムにトップキャップは付属しません。

鍛造アルミニウムで作られており、肉厚の異なるオーバル
形状は非常に軽く、様々なライダーから信頼を得ています。

Dinamo
￥9,800＋税(ブラック)
￥11,800＋税(ホワイト)

••カラー：ブラック・ホワイト
••素材：鍛造7050 T6 アルミニウム
••クランプ径F/R：φ31.8mm/φ28.6mm（1-1/8"）
••ステムアングル：83°/ 97°
••サイズ：90・100・110・120mm
••重量：115g（100mm）
••ボルト：M5

Dinamo
￥11,800＋税(ブラック)

••カラー：ブラック
••素材：3D鍛造7050アルミニウム
••長さ：350mm
••オフセット：15mm
••シートポスト径：φ 31.6mm
••重量：250g/φ31.6mm

GRIP TAPE
チネリファンの強い情熱
を表現しています。

自転車史で最も売れているクイルステムが、
復刻版として登場。仕上げ処理は、神秘的な“
ミルキー”。使いやすく、見て触ってもも美し
い“Multisensorial Classic Design”。

Pista

1A

￥3,300＋税

￥8,400＋税
••カラー：シルバー
••素材：6061 T6 アルミニウム
••クランプ径：φ26mm
••ステムアングル：73°
••サイズ：90・100・110・120・130mm
••重量：285g（100mm）

••カラー：マットブラック
••素材：6061 T6 アルミニウム
••クランプ径F/R：φ31.8mm/φ28.6mm（1-1/8"）
••ステムアングル：65°
••サイズ：80・100・110・120・130mm
••重量：180g（100mm）
••ボルト：F/M5-R/M6

※ ホワイトは弊社在庫限り

SEAT POST

3D鍛造された頑丈なア
ルミニウム合金製。
クランプの 4 点を同 時
に締め上げる革新的な
シングル・スクリュー・
クランプシステムを備えています。

3D成形や構造を最適化する技術を用いた鍛造アルミ
ニウムは、高い要求にも対応できる定番のトラックア
ングル65 を採用しています。

SADDLE

Pillarという名前にふさわしい堅
牢性。
2本のボルトで10mmのオフセット
を簡単に調整出来ます。

Pillar
￥3,400＋税(ブラック)
￥3,600＋税(ホワイト)

••カラー：ブラック・ホワイト
••素材：6061 T6 アルミニウム
••長さ：300mm
••オフセット：10mm
••シートポスト径：Ø 31.6mm / 27.2mm
••重量：300g/φ27.2mm

軽量で快適。
長く愛され続けているサドル。

Scatto Araido
￥6,400＋税
••カラー：ヘラルド
••素材：テクノポリマー
••重量：230g
••サイズ：133×277mm
••レール：クロモリ

STRAPS

MUSETTE

快適で安全な乗り心地を追求した、
どんなライダーにも使いやすいスト
ラップ。
丈夫な素材と、アーチ型が崩れずに足
を入れやすく工夫されたアルミバック
ルで作られています。反射材も付いて
いて、幅広い調整が可能です。

Kinks Straps
￥4,900＋税

••カラー：リフレクトブラック
※ペダルは付属いたしません

Ciao Italia Musette
¥3,000 ＋税

ポモドーロ・モッツァレラ

※ ホワイトは弊社在庫限り

END PLUGS

PATCH

復活した”チネリ・ミラノ”のクラシック・バー・プラグ。

Anodized Bar Plugs
￥600＋税
Logo Velvet Ribbon
￥4,300 ＋税
••カラー：ブラック・マルチカラー
••エンドプラグ付
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••カラー：シルバー・ブルー・ゴールド

レッド・パープル・オレンジ
ブラック・グリーン
２ケセット
••

Columbus Patch

Winged Patch

￥1,000＋税

￥700＋税

••サイズ：8cm

••サイズ：8 x 3cm

自らの限界を超え、
未知の世界へ挑み、
広い地平線の先を果敢に目指すライダー達のためにVittoriaはあなたのニーズに合わ
せた世界で最も良質なロードタイヤ、
オフロードタイヤを提供します。 その品質はVittoriaが長年培ってきた技術力と輝かし
いレース実績が証明しています。 近年の徹底した研究開発により、
Vittoriaのタイヤテクノロジーは業界をリードしています。
し
かし、
我々にとってテクノロジーが全てではありません。
忘れてはならないのは、
ライディングそのものが大事だということです。
さあ、
我々と共に素晴らしいライディングを始めましょう。

ヴィットリア

ROAD COMPETITION
CORSA ( Tubular )

CORSA ( Fold )

世界で一番 有名で最もよく使われている、最高のパ
フォーマンス性能を発揮するコットンチューブラータイ
ヤです。その速さや柔軟性、信頼性は膨大なレース経
験により証明されており、細部に渡り進化してきたも
のです。

様々な性能を限界まで引き出し、
世界に認められたベスト
パフォーマンスタイヤのクリンチャーバージョン。

wheel
wheel

color

28”

color

size

weight(g)

price(+ tax)

23-571

650x23c

225

￥7,800+税

275

￥13,800+税

23-622

700x23c

245

￥7,800+税

23-28”

23-28”

275

￥13,800+税

23-622

700x23c

245

￥7,800+税

25-28”

25-28”

290

￥13,800+税

25-622

700x25c

255

￥7,800+税

25-28”

25-28”

290

￥13,800+税

25-622

700x25c

255

￥7,800+税

28-28”

28-28”

360

￥13,800+税

28-622

700x28c

270

￥7,800+税

28-28”

28-28”

360

￥13,800+税

28-622

700x28c

270

￥7,800+税

26”

CORSA SPEED ( Tubular )
スピードを追及した最速のチューブラータイヤ。幅の広い
エアロリムに合わせてデザインされています。1/100秒を
競うタイムトライアルや、軽さを求めるヒルクライムに適し
ています。

wheel

color

etrto

size

weight(g)

price(+ tax)

23-28”

23-28”

200

￥15,000+税

etrto

size

weight(g)

price(+ tax)

23-28"

23-28”

200

￥15,000+税

23-622

700x23c

225

￥9,000+税

25-28"

25-28”

205

￥15,000+税

25-622

700x25c

240

￥9,000+税

25-28"

25-28”

205

￥15,000+税

CORSA CONTROL ( Tubular )

CORSA CONTROL ( Fold )

コルサコントロールは信頼性の高いコルサの特性を活
かし、滑りやすい石畳や荒い路面でもしっかり路面を
捉えます。コルサと同じ 320TPI Corespun K ケーシ
ング、4C グラフェン G+ コンパウンドを採用し、更に
織り目の入ったトレッドがショルダー部分にあります。
このパターンが滑りやすい路面でのグリップ力と耐久
性を高め、ダイナミックなパフォーマンスを発揮します。

新しいコルサコントロールのクリンチャーバージョン。信
頼性の高いコルサの特性を活かし、滑りやすい石畳や荒
い路面でもしっかり路面を捉えます。

wheel

color

28”
wheel
28”

color

price(+ tax)

23-28”

28”
color

weight(g)

etrto

インナーチューブを入れても使用可能な、チューブレ
スコアスパンケーシング。マーケットにおいて最軽量
のチューブレスレディ・ケーシングを採用。
外部テストの結果、史上最速のロードタイヤと証明さ
れました。ヴィットリア純正の PIT STOP TNT EVO
シーラントと合わせてご使用いただくことで、高い耐
パンク性能を発揮します。

28”

size

23-28”

CORSA SPEED ( Tubeless Ready )

wheel

etrto

etrto

size

weight(g)

price(+ tax)

25-622

700x25c

265

￥7,800+税

etrto

size

weight(g)

price(+ tax)

25-622

700x25c

265

￥7,800+税

25-28

25-28

295

￥13,800+税

28-622

700x28c

280

￥7,800+税

25-28

25-28

295

￥13,800+税

28-622

700x28c

280

￥7,800+税

28-28

28-28

350

￥13,800+税

28-28

28-28

350

￥13,800+税

30-28

30-28

370

￥13,800+税

30-28

30-28

370

￥13,800+税

TRIATHLON SPEED ( Tubular )
スピードを追及すると同時に、耐パンク性能も最大限
に高めた世界最速のトライアスロン用タイヤです。エ
アロダイナミクスに優れたピュアレーシングタイヤです
が、ブチルインナーチューブ採用により、セット時の
空気圧を長時間維持します。

wheel
28”

color

etrto

size

weight(g)

price(+ tax)

23-28”

23-28”

280

￥13,800+税
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ALL-ROUND
RUBINO PRO ( Fold )

RUBINO PRO ( Tubular )

重要な性能全てを高い次元でバランスさせた、オール
ラウンドカテゴリーで最もポピュラー且つベストなタイ
ヤです。
高強度のトレーニングに適していると同時に、レースイ
ベントにも最適なモデルです。

最もポピュラー、且つ長距離のトレーニングやレースに最
適なオールラウンドタイヤのチューブラーバージョンが出
来ました。厳しい天候やロードコンディションにも対応で
きるようデザインされており、素晴らしいスピードとグリッ
プ力、
耐パンク性能を発揮します。

wheel

etrto

size

weight(g)

price(+ tax)

26”

color

23-571

650x23c

205

￥5,000+税

28”

23-622

700x23c

230

￥5,000+税

25-622

700x25c

250

￥5,000+税

25-622

700x25c

250

￥5,000+税

25-622

700x25c

250

￥5,000+税

25-622

700x25c

250

￥5,000+税

25-622

700x25c

250

￥5,000+税

28-622

700x28c

270

￥5,000+税

30-622

700x30c

300

￥5,000+税

RUBINO PRO CONTROL ( Fold )

wheel

color

size

weight(g)

price(+ tax)

23-28”

285

￥8,500+税

25-28”

25-28”

295

￥8,500+税

RUBINO PRO SPEED ( Fold )
ルビノオールラウンドシリーズ中、
最速のタイヤです。
低い転がり抵抗によって、
あらゆるロードコンディションに
おいて高い競争力を発揮します。

wheel

color

28”
ルビノシリーズに新しく加わった、
非常に頑丈なタイヤ。
最悪のロードコンディションでも、
オールラウンドレンジと
してのパフォーマンス性能を損なうことなくハンドリング
を可能にします。

etrto
23-28”

etrto

size

weight(g)

price(+ tax)

23-622

700x23c

190

￥6,300+税

25-622

700x25c

205

￥6,300+税

RUBINO PRO ENDURANCE ( Fold )

KM

wheel

color

etrto

size

weight(g)

price(+ tax)

23-622 Plus社の登録商標です。
700x23c
290
28”
*G+™ はVittoriaの技術提携企業であるDirecta

￥5,000+税

25-622

700x25c

305

￥5,000+税

28-622

700x28c

340

￥5,000+税

自動車業界からインスパイアを受け開発された、
ルビノシ
リーズに加わったもう一つのタイヤ。
厳しいロードコンディ
ションや、
氷点下を超えるような寒さの天候においても、
ラ
イダーの安全を守ります。

wheel

color

28”

etrto

size

weight(g)

price(+ tax)

23-622

700x23c

365

￥5,000+税

25-622

700x25c

390

￥5,000+税

28-622

700x28c

470

￥5,000+税

TRAINING
ZAFFIRO PRO Ⅳ ( Fold )

ZAFFIRO Ⅳ ( Rigid )
Zafﬁro のリジッドバージョン。
頑丈なケーシングを使用。
・長く使える経済的なタイヤ
・モダンなトレッドパターン

トレーニングタイヤの ベンチマークに Vittoria G+
Isotech コンパウンドを採用することで、更にトレッド
の持ちがよく長期間使用でき、グリップ力も高くなりま
した。
信頼性の高いナイロンケーシングによって、価格とパ
フォーマンス性能のバランスの良い、長く使えるタイヤ
となっています。
KM

wheel
28”

17

color

etrto

size

weight(g)

price(+ tax)

23-622

700x23c

250

￥3,200+税

25-622

700x25c

280

￥3,200+税

28-622

700x28c

310

￥3,200+税

30-622

700x30c

320

￥3,200+税

32-622

700x32c

370

￥3,200+税

wheel
28”

color

etrto

size

weight(g)

price(+ tax)

23-622

700x23c

340

￥2,000+税

25-622

700x25c

350

￥2,000+税

28-622

700x28c

400

￥2,000+税

32-622

700x32c

430

￥2,000+税

RALLY ( Tubular )

ZAFFIRO Ⅳ ( Fold )

コットンケーシングを採用したトレーニング用チューブ
ラー。
伝統的な外観で、オールブラックと、パラサイドウォー
ルがあります。
・長い期間使用できる、耐久性の高いチューブラー
・高いパフォーマンス性能を引き出す、強く耐久性の
高いコンパウンド

ZAFFIRO はテクニカルなトレッドパターンの採用と、
推奨空気圧の見直しによって、コンフォート性能とパ
フォーマンスが向上しました。ナイロン 26TPI ケーシ
ングの採用で、耐久性にも優れています。

wheel

color

28”

etrto

size

weight(g)

price(+ tax)

21-28"

21-28”

300

￥4,000+税

21-28”

21-28”

300

￥4,000+税

23-28"

23-28”

310

￥4,000+税

23-28"

23-28”

310

￥4,000+税

25-28"

25-28”

320

￥4,000+税

25-28"

25-28”

320

￥4,000+税

JUNIORES ( Tubular )

wheel

color

28”

etrto

size

weight(g)

price(+ tax)

23-622

700x23c

305

￥2,500+税

25-622

700x25c

335

￥2,500+税

28-622

700x28c

375

￥2,500+税

ZAFFIRO PRO HOME TRAINER ( Fold )
特殊なコンパウンドとトレッド・パターン、強度の高い
ケーシングを採用し、トレーナーを使用する際に発生
する熱を分散しノイズを減らします。
・3 本ローラーやトレーナーでの使用に最適です
※ 一般道での使用はできません。

ジュニア用のトレーニング / レーシングチューブラーです。
ラリーと同じケーシングですが、より小さなホイール
（20, 22, 24, 26 インチ）にはめられます。
・若いライダーのためのヴィットリア品質
・レースキャリアをベストなタイヤでスタート！

wheel

color

28”

wheel

color

20”

etrto

size

weight(g)

price(+ tax)

21-20"

21-20”

220

￥4,800+税

22”

21-22"

21-22”

240

￥4,800+税

24”

21-24"

21-24”

260

￥4,800+税

26”

21-26"

21-26”

290

￥4,800+税

etrto

size

weight(g)

price(+ tax)

23-622

700x23c

270

￥3,700+税

STRADA ( Tubular )
日本国内限定モデル。
トレーニングモデルとして必要とされる、対パンク性能と
走行性能を両立。ディープホイールに対応した取り外し可
能なバルブコアを使用しています。

MONDIALE ( Tubular )
wheel

日本国内限定モデル。
51 ｍｍロングバルブ仕様のトレーニングチューブラー。
23mm 幅で幅広カーボンディープホイールの練習用として
もベストマッチングします。

color

28”

etrto

size

weight(g)

price(+ tax)

21-28"

21-28"

295

￥3,600+税

21-28"

21-28"

295

￥3,600+税

FORMULA UNO ( Tubular )
wheel

color

28”

etrto

size

weight(g)

price(+ tax)

23-28”

23-28”

300

￥3,600+税

日本国内限定モデル。
クラシックなサイドカラーのトレーニング用チューブラー。
チューブラーラインナップ中、一番リーズナブルなモデル
です。

wheel

color

28”

TRACK

etrto

size

weight(g)

price(+ tax)

21-28"

21-28”

300

￥3,000+税

PISTA ( Tubular )

PISTA ( Fold )

最新グラフェンコンパウンドを採用した、トラック競
技用チューブラーです。

最新グラフェンコンパウンドを採用した、
トラック競技のト
レーニングに最適なクリンチャーバージョン。

wheel
28”

color

etrto

size

weight(g)

price(+ tax)

wheel

19-28”

19-28”

170

￥13,800+税

28”

23-28”

23-28”

210

￥13,800+税

color

etrto

size

weight(g)

price(+ tax)

23-622

700x23c

180

￥9,000+税
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PISTA CONTROL ( Tubular )

PISTA CONTROL ( Fold )

コンクリート製など、
表面が粗いバンクに適した耐久性の
高いチューブラー・トラックタイヤ。

コンクリート製など、
表面が粗いバンクに適した耐久性の
高いクリンチャー・トラックタイヤ。

wheel

color

28”

etrto

size

weight(g)

price(+ tax)

wheel

23-28”

23-28”

250

￥13,800+税

28”

color

etrto

size

weight(g)

price(+ tax)

23-622

700x23c

210

￥9,000+税

PISTA SPEED ( Tubular )

オリンピックなどのタイムトライアル競技で勝利するため
の、
最速のチューブラー・トラックタイヤ。

wheel

color

28”

etrto

size

weight(g)

price(+ tax)

19-28”

19-28”

140

￥15,000+税

23-28”

23-28”

165

￥15,000+税

GRAVEL & CYCLOCROSS
TERRENO DRY ( Tubular )

TERRENO DRY ( Tubeless Ready )

テレーノ・ドライは伝統的なオールコンディショントレッドと
やすり目トレッドを融合した、320TPI Corespun チューブ
ラーです。角度を付けたユニークなフィッシュ・スケイル（魚
の鱗）状のデザインにより、センタートレッドは非常に速く
転がり、コーナリング時やブレーキ時には十分なトラクショ
ン性能を発揮します。徐々に高さが変わるミドル〜サイドト
レッドにより、転がりながらスムーズに路面に適応します。

テレーノ・ドライは伝統的なオールコンディショントレッドとやす
り目トレッドを融合した、
TNT
（チューブレスレディ）
タイヤです。
角
度を付けたユニークな”魚の鱗”デザインにより、
センタートレッド
は非常に速く転がり、
コーナリング時やブレーキ時には十分なト
ラクション性能を発揮します。
徐々に高さが変わるミドル〜サイド
トレッドにより、
転がりながらスムーズに路面に適応します。

wheel

casing

color

etrto

size

weight(g)

price(+ tax)

28” Tubular

31-28

31-28

450

￥11,000+税

Tubular

33-28

33-28

460

￥11,000+税

wheel
28”

casing

weight(g)

price(+ tax)

TNT

color

31-622 700x31c

etrto

size

400

￥6,000+税

TNT

33-622 700x33c

410

￥6,000+税

TNT

40-622 700x38c

490

￥6,000+税

TERRENO MIX ( Tubular )

TERRENO MIX ( Tubeless Ready )

グラベルでもシクロクロスでも、コースコンディションは常
に変化します。
どんなテラインにも対応するテレーノ・ミックスのトレッドが、
あなたにアドバンテージをもたらします。

グラベルでもシクロクロスでも、
コースコンディションは常に変
化します。
どんなテラインにも対応するテレーノ・ミックスのトレッドが、
あな
たにアドバンテージをもたらします。

wheel

casing

color

etrto

size

weight(g)

price(+ tax)

28” Tubular

31-28

31-28

440

￥11,000+税

Tubular

33-28

33-28

445

￥11,000+税

wheel
28”

casing

weight(g)

price(+ tax)

TNT

color

31-622 700x31c

etrto

size

380

￥6,000+税

TNT

33-622 700x33c

420

￥6,000+税

TNT

40-622 700x38c

500

￥6,000+税

TERRENO WET ( Tubular )

TERRENO WET ( Tubeless Ready )

競争に負けるのは、事前の準備が足りないからです。我々
は多くのトップアスリートと一緒に、究極の雨天時用タイヤ
としてテレーノ・ウェット、チューブラーを開発しました。

競争に負けるのは、事前の準備が足りないからです。我々は多く
のトップアスリートと一緒に、
究極の雨天時用タイヤとしてテレー
ノ・ウェット、
TNT
（チューブレスレディ）
を開発しました。

wheel
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casing

color

etrto

size

weight(g)

price(+ tax)

28” Tubular

31-28

31-28

440

￥11,000+税

Tubular

33-28

33-28

445

￥11,000+税

wheel
28”

casing

weight(g)

price(+ tax)

TNT

color

31-622 700x31c

etrto

size

390

￥6,000+税

TNT

33-622 700x33c

410

￥6,000+税

TNT

40-622 700x38c

500

￥6,000+税

CITY AND BEYOND
RANDONNEUR TECH (Rigid)

STREET RUNNER (Rigid)
ストリートランナーは MTB を街乗り用にするためにデザイ
ンされたタイヤです。
ミニマルなトレッドパターンによってどんな路面でも良く走
り、しっかりとグリップします。
・角張った、一般的なノブ付きタイヤと違い、スタイリッシュ
なタイヤ
・MTB バイクを街乗り用に変えてくれます

街乗りやツーリング、濡れた路面にも対応する耐パンク性能
と耐久性に優れたタイヤです。ダブルシールディング耐パンク
性能ベルトがガラスや鋭い破片などからタイヤを守ります。
・ヨーロッパでの電動自転車への使用基準に準じており、耐久
性と低い転がり抵抗を実現しています。
・700c、MTB 小径車サイズを揃えています
・夜間走行に安全なリフレクト付き
（一部サイズにリフレクトなしも設定あり）

wheel casing
wheel reﬂection
28”

20”

etrto

size

weight(g)

price(+ tax)

✔

28-622

700x28c

490

￥4,200+税

✔

32-622

700x32c

580

￥4,200+税

✔

37-622

700x35c

670

￥4,200+税

✔

42-622

700x40c

800

￥4,200+税

✔

50-622

700x48c

970

￥4,200+税

25-622

700x25c

440

￥3,900+税

28-622

700x28c

490

￥3,900+税

32-622

700x32c

580

￥3,900+税

37-622

700x35c

670

￥3,900+税

40-406

20x1.5

530

￥4,200+税

✔

26”

✔

40-559

26x1.5

720

￥4,200+税

27.5”

✔
✔

40-584

27.5x1.5

770

￥4,200+税

47-584

27.5x1.75

810

￥4,200+税

用途が広く、信頼性の高いエヴォリューションは、どんな路
面にも対応し、毎日の通勤・通学に最適です。
・どんな路面にも対応する、適度な幅の街乗り用タイヤ
・26、29 インチサイズがあります

530

￥2,400+税

26x1.6

Rigid

40-559 / 26x1.6

590

￥2,400+税

LACZEM (Rigid)
ラクゼムは MTB タイヤのトレッドパターンを反転したデザイ
ンで、街乗りに最適なタイヤですが、頑丈なので時にはオフ
ロードで使用することがあっても大丈夫です。
・スリックに近い、ミニマムなトレッドパターンにより路面の
水を素早く掃き出します

wheel casing
26x1.5

weight(g) price(+ tax)

26x1.9

Rigid

48-559 / 26x1.9

790

￥2,400+税

29x1.9

Rigid

46-622 / 29x1.6

950

￥2,900+税

TATTOO (Rigid)
どんな角度でも、どんな障害物があっても確かなグリップ
性能や走破力を保証するフリースタイルタイヤです。
・どんな角度にも対応するビードからビードにかけて連続し
たトレッド

wheel casing
20x2.0

color

size
50-406 / 20x2.0

Rigid

color

size

weight(g) price(+ tax)

38-559 / 26x1.5

Rigid

630

￥2,400+税

ROADSTER (Rigid)

wheel casing

size

weight(g) price(+ tax)

32-559 / 26x1.25

26x1.5
color

size

Rigid

長い期間使用できるタイヤです。
モーターサイクルのスタイルをとったトレッドにより、高いト
ラクション性能、横方向のグリップ力、低い転がり抵抗を
発揮します。
・道路での使用に適した、良く走るタイヤ

EVOLUTION (Rigid)

wheel casing

color

26x1.25

690

￥3,200+税

size

weight(g) price(+ tax)

38-559 / 26x1.5

650

￥2,400+税

TATTOO LIGHT (Rigid)
どんな角度でも、どんな障害物があっても確かなグリップ
性能や走破力を保証するフリースタイルタイヤです。
ストリート / ジャンプやビーチレースでも使えます。
・どんな角度にも対応するビードからビードにかけて連続し
たトレッド
・バームでスピードを出せます！

wheel casing

weight(g) price(+ tax)

color

Rigid

color

size

weight(g) price(+ tax)

26x2.3

Rigid

58-559 / 26x2.3

580

￥3,200+税

29x2.3

Rigid

58-622 / 29x2.3

650

￥3,200+税

LEGEND（凡例）
Casing

CROSS COUNTRY
MEZCAL (Rigid)

Tubular

Clincher

TNT

Technical specifications

モダンでクリーンなデザインにアップデートしたオールラウ
ンドなタイヤ。エッジの効いたセンターリッジトレッドと機
能的なサイドノブがスピードを加速させます。
fastest
tire in the
world

With G+
Isotech
Compound

lightest tubeless tire in
the world

Conditions - Road
wheel casing
26x2.1

Rigid

color

size
52-559 / 26x2.1

TPI

best tire in
the world

High
mileage
tire

sub-zero
degrees performance

Puncture protection

Best for
e-bikes

Safety

weight(g) price(+ tax)
755

￥3,200+税

Dry
All
Wet
Extreme
Double
Solid
Speed
Rollers
Reflective
conditions conditions conditions conditions
Shielding Shielding Shielding
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TECHNOLOGY
グラフェンは非常に薄く、
ほぼ透明なシート状のピュアカーボンでできた革命的な素材です。
その層は原子1個分ほどに相当する薄さです(1メーターの1/1,000,000,000の薄さ)。

GRAPHENEとは

G+ Isotech®* は妥協のないパフォーマンス性能を発揮するためにヴィットリアが独自に開発したコンパウンドです。
4 Compounds (4C) は妥協のないパフォーマンス性能を発揮するためにVittoriaが独自に開発したコンパウンドです。
Vittoria 4Cは一つのトレッドに4種類の異なるコンパウンドの層を重ねる工程によって作られています。
この生産工程により、
4Cはトレッドのベースと表面、
センターとサイド部分それぞれに異なったコンパウンドを使用することができ、
本来は共存しにくい様々な性能を発揮することができます。
G+Isotech*を含むそれぞれのコンパウンドの特性を最大限発揮しベストな製品を生産するために、
様々な配合をテストしています。
3 Compounds (3C) は妥協のないオールラウンドな製品を生産するためにVittoriaが開発したコンパウンドです。
Vittoria 3Cは一つのトレッドに3種類の異なるコンパウンドの層を重ねる工程によって作られています。
G+Isotech*を含むそれぞれのコンパウンドの特性を最大限発揮することで、
あらゆる環境下での性能が改善されています。
ヴィットリアはタイヤにグラフェンを使用することで、革新的な製品を生み出すこと
ができました。
この新しい製品レンジを”インテリジェント・タイヤ・システム
（ITʼS)”
と名付けました。

SPEED

GRIP

PUNCTURE
RESISTANCE

STRENGTH

ACCESSORIES ROAD
Mastik'one professional
￥420+税
チューブ入 (30g)
￥2,800+税
缶入り (250g)
••Vittoriaのチューブラー用リムセメント

Inner tubes
Ultralite 26" 19/23
Ultralite 26" 19/23
コンペティション
ブチルチューブ

Valve extension
￥2,100+税
20mm
￥2,200+税
30mm
￥2,900+税
60mm

LATEXチューブ

••アルミ製フレンチバルブ・エクステンション。
••2本入り・専用スパナつき

Valve cores
￥1,680+税
••フレンチバルブ・コア
••10ヶ入り
スタンダード
ブチルチューブ

Special rime tape
Pack 2 ﬂap 28”
-15-622
Pack 2 ﬂap 28”
-18-622
Pack 2 ﬂap 26”
-18-571

￥780+税
￥780+税
￥780+税

••インナーチューブを保護するリムテープです
••様々なサイズからお選び頂けます

etrto

size

weight(g)

valve size

19/23 - 571

650x19/23

75

Presta 42mm

￥800+税

19/23 - 571

650x19/23

75

Presta 51mm*

￥900+税

19/23 - 622

700x19/23c

90

Presta 48mmRVC

￥900+税

25/28 - 622

700x25/28c

105

Presta 48mmRVC

￥900+税

30/38 - 622

700x30/38c

125

Presta 48mmRVC

￥900+税

19/23 - 622

700x19/23c

75

Presta 48mmRVC

￥1,680+税

25/28 - 622

700x25/28c

85

Presta 48mmRVC

￥1,680+税

20/28 - 622

700x20/28c

116

Presta 48mmRVC

￥800+税

20/28 - 622

700x20/28c

117

Presta 60mmRVC

20/28 - 622

700x20/28c

119

Presta 80mm

28/42 - 622

700x28/42c

151

Presta 48mmRVC

￥800+税

32/40 - 559

26x1.25/1.50

135

Presta 48mm

￥800+税

40/52 - 559

26x1.50/2.0

191

Presta 48mm

￥800+税

50/63 - 559

26x1.95/2.50

205

Presta 48mm

￥800+税

40/52 - 584

27.5x1.50/2.0

197

Presta 48mm

￥800+税

50/63 - 584

27.5x1.95/2.50

214

Presta 48mm

￥900+税

63/76 - 584

27.5x2.50/3.0

300

Presta 48mm

￥900+税

40/52 - 622

29x1.50/2.0

209

Presta 48mm

￥900+税

50/63 - 622

29x1.95/2.50

235

Presta 48mm

￥900+税

63/76 - 622

29x2.50 3.0

318

Presta 48mm

￥1,100+税

* RVC : removable valve core

PIT STOP TNT EVO
￥1,680+税
200ml

••エア漏れを防ぎ、穴を塞ぐシーラント剤です。TNTタイヤの為

Tires remover lever
￥410+税

••丈夫な樹脂製タイヤレバー3本セット

に開発されたものですが、標準のUSTタイヤにも使えます。使
用前にタイヤの中に注入すると、ケーシングの内側に防護用の
膜を作り、穴を塞いでくれます
••更にパンクの防止剤としての効果もあります

••エア漏れを防ぎ、穴を塞ぐシーラント剤です
••TNTタイヤの為に開発されたものですが、標準のUST

タイヤにも使えます。使用前にタイヤの中に注入する
と、ケーシングの内側に防護用の膜を作り、穴を塞いで
くれます。更にパンクの防止剤としての効果もあります
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Premium zip tool case
￥1,600+税

••ジップ開閉式ツールケース
••内側にネット式ポケットを備え、パンク修理
キットやスペアチューブ、ミニポンプなどが
すっきり収納可能

ACCESSORIES OFF ROAD
PIT STOP TNT
￥1,600+税
250ml

price(+ tax)

Special rime tape
￥780+税
26”- 20-559

••インナーチューブを保護するリムテープです

￥900+税
￥1,000+税

ヘッド

1984年、
アメリカ・ミネソタにて誕生した同社は、
最高・最速を追い求める自転車用コンポーネントメーカーです。
高品質なホイールやリム、
ハンドル等を製造しています。
アメリカ国内生産にこだわり、製造や組み立ての大部分を国
内の自社工場にて行っております。

チューブラー

クリンチャー

タイムトライアルやトライアスロンに最適な3アームホイール。その剛性の高さは最高のパフォー
マンスを発揮します。

ワイド&ディープなリムを持つH3 Plusは、
タイムトライアルやトライアスロンで活躍します。タイ
ヤサイズとの相乗効果で、より滑らかで快適な乗り心地を得られ、
グリップ力と転がり抵抗の低さ
を体感できます。

GT3 フロント
¥197,800＋税

H3 PLUS フロント
¥197,800＋税

リム幅 : 26.5 mm
リム高 : 46.5 mm
推奨タイヤ幅 : 23 mm以上
••重量：720g
••材質：フルカーボン
••付属品 : クイックリリース
バルブエクステンダー

リム幅 : 25.5 mm
リム高 : 60 mm
推奨タイヤ幅 : 23 mm以上
••重量：950g
••材質：カーボン/アルミ
••付属品 : クイックリリース
バルブエクステンダー

••カラー：ブラック
••サイズ：28インチ

••カラー：ブラック
••サイズ：700C

GT3 リア
¥205,000＋税

H3 PLUS リア
¥205,000＋税

リム幅 : 26.5 mm
リム高 : 46.5 mm
推奨タイヤ幅 : 23 mm以上
••重量：895g
••材質：フルカーボン
••仕様 : シマノ10/11S
••付属品 : クイックリリース
バルブエクステンダー

リム幅 : 25.5 mm
リム高 : 60 mm
推奨タイヤ幅 : 23 mm以上
••重量：1,110g
••材質：カーボン/アルミ
••仕様 : シマノ10/11S
••付属品 : クイックリリース
バルブエクステンダー

••カラー：ブラック
••サイズ：28インチ

••カラー：ブラック
••サイズ：700C

チューブラー
STINGER

ロードレースからタイムトライアル、
トライアスロンまで、様々な場面で活躍できる万能のチューブラーホイール。数々の名だたるライダー達が、性能の高さを証明しています。

剛性と耐久性を兼ね備えた軽量レース用チューブラーホイール。

STINGER 3 フロント
¥145,500＋税

STINGER 6よりもリムハイトが低く、軽量化されています。コースに
よっては、
より整流効果の高いSTINGER 6が選ばれます。

STINGER 5 フロント
¥153,000＋税

••カラー：ブラック
••サイズ：28インチ

••カラー：ブラック
••サイズ：28インチ

STINGER 3 リア
¥152,600＋税

STINGER 5 リア
¥160,200＋税

リム幅 : 25 mm
リム高 : 33 mm
推奨タイヤ幅 : 23 mm以上
••重量：490g
••材質：フルカーボン
••付属品 : クイックリリース
バルブエクステンダー

リム幅 : 28 mm
リム高 : 50 mm
推奨タイヤ幅 : 23 mm以上
重量：535g
••重量：
材質：フルカーボン
••材質
••付属品 : クイックリリース
バルブエクステンダー

••カラー：ブラック
••サイズ：28インチ

カラー：ブラック
••カラー
••サイズ：28インチ

リム幅 : 25 mm
リム高 : 33 mm
推奨タイヤ幅 : 23 mm以上
••重量：720g
••材質：フルカーボン
••仕様 : シマノ10/11S
••付属品 : クイックリリース
バルブエクステンダー

STINGER 6 フロント
¥153,000＋税

••カラー：ブラック
••サイズ：28インチ

リム幅 : 28 mm
リム高 : 60 mm
推奨タイヤ幅 : 23 mm以上
••重量：580g
••材質：フルカーボン
••付属品 : クイックリリース
バルブエクステンダー

リム幅 : 28 mm
リム高 : 50 mm
推奨タイヤ幅 : 23 mm以上
重量：
730g
••
材質：フルカーボン
••材質
••仕様 : シマノ10/11S
••付属品 : クイックリリース
バルブエクステンダー

タイムトライアルやトライアスロンに最適なチューブラーホイール。
90mmもある深いリムハイトからは、最高のエアロ効果を発揮します。

STINGER 9 フロント
¥160,500＋税
••カラー：ブラック
••サイズ：28インチ

リム幅 : 28 mm
リム高 : 90 mm
推奨タイヤ幅 : 23 mm以上
••重量：780g
••材質：フルカーボン
••付属品 : クイックリリース
バルブエクステンダー

STINGER 6 リア
¥160,200＋税

STINGER 9 リア
¥167,700＋税

リム幅 : 28 mm
リム高 : 60 mm
推奨タイヤ幅 : 23 mm以上
重量：
780g
••
••材質：フルカーボン
••仕様 : シマノ10/11S
••付属品 : クイックリリース
バルブエクステンダー

リム幅 : 28 mm
リム高 : 90 mm
推奨タイヤ幅 : 23 mm以上
重量：920g
••
••材質：フルカーボン
••仕様 : シマノ10/11S
••付属品 : クイックリリース
バルブエクステンダー

••カラー：ブラック
••サイズ：28インチ

※ STINGER シリーズは、ディスクブレーキ仕様が取り寄せ可能

••カラー：ブラック
••サイズ：28インチ
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クリンチャー
VANQUISH

新登場の
“VANQUISH”
は、長年の歳月をかけて作り上げたトップクリンチャーホイール“JET”を超える、
フルカーボンクリンチャーホイールとなりました。
ディスクブレーキ仕様にすることで、
リム設計の自由度が飛躍的に向上し、全く新しいアプローチが可能となりました。
外幅30mm(内幅21mm)のリム幅は、23～28mmのタイヤを装着する事で、素晴らしい空力性能を発揮します。
シクロクロスやグラベル等のタフなコースにおいて、ライダーに最高のパフォーマンスを提供するでしょう。
ホイールに求められるエアロダイナミクス・コントロール性能・巡航性能の全てを兼ね備えた、ヘッド史上、最高のホイールです。

NEW

VANQUISH 4
フロント
¥182,700＋税
リア
¥189,900＋税
カラー：ブラック

••サイズ：700C

※ ホワイトデカール仕様は取り寄せ

リム幅 : 30 mm (内幅 21 mm)
リム高 : 40 mm
最小/最大タイヤ幅 ： 23～42mm
••重量：フロント：712ｇ
リア：798ｇ
••材質：カーボン
••仕様 : シマノ10/11S
••対応アクスルシャフト径：φ12mm
••付属品 : チューブレスリムテープ/バルブエクス
テンション
••ディスクマウント ： センターロック
••チューブレスレディ対応（チューブレスバルブは
付属しません）
••軽さやエアロ効果を求める方に最適な、カーボン
クリンチャーホイール

NEW

VANQUISH 6
フロント
¥182,700＋税
リア
¥189,900＋税
カラー：ブラック

••サイズ：700C

※ ホワイトデカール仕様は取り寄せ

リム幅 : 30 mm (内幅 21 mm)
リム高 : 60 mm
最小/最大タイヤ幅 ： 23～42mm
••重量：フロント：734ｇ
リア：855ｇ
••材質：カーボン
仕様
:
シマノ10/11S
••
••対応アクスルシャフト径：φ12mm
••付属品 : チューブレスリムテープ/バルブエクス
テンション
••ディスクマウント ： センターロック
••チューブレスレディ対応（チューブレスバルブは
付属しません）
••オールラウンドに使用できるハイパフォーマンス
なカーボンクリンチャーホイール

NEW

VANQUISH 8
フロント
¥197,800＋税
リア
¥205,000＋税
カラー：ブラック

••サイズ：700C

※ ホワイトデカール仕様は取り寄せ
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リム幅 : 30 mm (内幅 21 mm)
リム高 : 84 mm
最小/最大タイヤ幅 ： 23～42mm
••重量：フロント：847ｇ
リア：952ｇ
••材質：カーボン
••仕様 : シマノ10/11S
••対応アクスルシャフト径：φ12mm
••付属品 : チューブレスリムテープ/バルブエクス
テンション
••ディスクマウント ： センターロック
••チューブレスレディ対応（チューブレスバルブは
付属しません）
••オールラウンドに使用できるハイパフォーマンス
なカーボンクリンチャーホイール

JET PLUS

JET• PLUS• シリーズは様々な場面で活躍出来る最高のホイールです。25mm幅のワイドリムは空気力学的に優れ、
ハンドリン
グや剛性を高めています。他にも、
タイヤ幅を広げる事によって得られる乗り心地等、多くのメリットが得られます。
トラック用ホ
イールは、一般的には幅の細いチューブラータイヤに高圧を入れる使い方が求められています。
しかし今日では、
クリンチャー
タイヤの性能向上により、
メリットが大きくなってきています。コンディションに合わせ、
タイヤ交換を行いたい方には最適です。

軽さやエアロ効果を求める方に最適な、
ロードレース向け
クリンチャーホイール

JET 4 PLUS フロント
¥78,800＋税
••カラー：ブラック
••サイズ：700C

リム幅 : 25 mm (内幅 21 mm)
リム高 : 46 mm
推奨タイヤ幅 : 22 mm以上
••重量：720g
••材質：カーボン/アルミ
••付属品 : クイックリリース・バルブエクステンダー
リムフラップ

JET 4 BLACK フロント
¥145,500＋税

軽さやエアロ効果を求める方に最適な、
ロードレース向け
クリンチャーホイール
JET BLACKシリーズ（トラック用以外）に採用されてい
る“Turbine Braking Technology”は、ブレーキ面の切
削加工技術で、フルブラックのリムサイドが特徴的です。
切削加工することで、ドライコンディション、ウェットコン
ディションを問わず、飛躍的に制動距離が向上します。ブ
レーキパッドもそのままお使いいただけるので、メンテナ
ンスも簡単です。

••カラー：ブラック
••サイズ：700C

リム幅 : 25 mm (内幅 21 mm)
リム高 : 46 mm
推奨タイヤ幅 : 22 mm以上
••重量：690g
••材質：カーボン/アルミ
••ブレーキ面：切削加工
••付属品 : クイックリリース・バルブエクステンダー
リムフラップ

JET 4 PLUS リア
¥86,000＋税

JET 4 BLACK リア
¥152,600＋税

リム幅 : 25 mm (内幅 21 mm)
リム高 : 46 mm
推奨タイヤ幅 : 22 mm以上
••重量：940g
••材質：カーボン/アルミ
••仕様 : シマノ10/11S
••付属品 : クイックリリース・バルブエクステンダー
リムフラップ

リム幅 : 25 mm (内幅 21 mm)
リム高 : 46 mm
推奨タイヤ幅 : 22 mm以上
••重量：910g
••材質：カーボン/アルミ
••仕様 : シマノ10/11S
••ブレーキ面：切削加工
••付属品 : クイックリリース・バルブエクステンダー
リムフラップ

••カラー：ブラック
••サイズ：700C

ホイールに求められる整流効果や操舵性、巡航性能のあらゆる
分野において、あなたの理想的なパフォーマンスを発揮します。

JET 6 PLUS フロント
¥78,800＋税

••カラー：ブラック
••サイズ：700C

リム幅 : 25 mm (内幅 21 mm)
リム高 : 60 mm
推奨タイヤ幅 : 22 mm以上
••重量：750g
••材質：カーボン/アルミ
••付属品 : クイックリリース・バルブエクステンダー
リムフラップ

••カラー：ブラック
••サイズ：700C

ホイールに求められる整流効果や操舵性、巡航性能のあらゆる
分野において、あなたの理想的なパフォーマンスを発揮します。
JET BLACKシリーズ（トラック用以外）に採用されてい
る“Turbine Braking Technology”は、ブレーキ面の切
削加工技術で、フルブラックのリムサイドが特徴的です。
切削加工することで、ドライコンディション、ウェットコン
ディションを問わず、飛躍的に制動距離が向上します。ブ
レーキパッドもそのままお使いいただけるので、メンテナ
ンスも簡単です。

••カラー：ブラック
••サイズ：700C

リム幅 : 25 mm (内幅 21 mm)
リム高 : 60 mm
推奨タイヤ幅 : 22 mm以上
••重量：740g
••材質：カーボン/アルミ
••ブレーキ面：切削加工
••付属品 : クイックリリース・バルブエクステンダー
リムフラップ

JET 6 PLUS リア
¥86,000＋税

JET 6 BLACK リア
¥152,600＋税

リム幅 : 25 mm (内幅 21 mm)
リム高 : 60 mm
推奨タイヤ幅 : 22 mm以上
••重量：950g
••材質：カーボン/アルミ
••仕様 : シマノ10/11S
••付属品 : クイックリリース・バルブエクステンダー
リムフラップ

リム幅 : 25 mm (内幅 21 mm)
リム高 : 60 mm
推奨タイヤ幅 : 22 mm以上
••重量：920g
••材質：カーボン/アルミ
••仕様 : シマノ10/11S
••ブレーキ面：切削加工
••付属品 : クイックリリース・バルブエクステンダー
リムフラップ

••カラー：ブラック
••サイズ：700C

タイムトライアルやトライアスロンのレースに臨むとき、持って
いて良いと思えるのはJET9です。

JET 6 BLACK フロント
¥145,500＋税

JET 9 PLUS フロント
¥123,200＋税
••カラー：ブラック
••サイズ：700C

リム幅 : 25 mm (内幅 21 mm)
リム高 : 90 mm
推奨タイヤ幅 : 22 mm以上
••重量：810g
••材質：カーボン/アルミ
••付属品 : クイックリリース・バルブエクステンダー
リムフラップ

••カラー：ブラック
••サイズ：700C

タイムトライアルやトライアスロンのレースに臨むとき、持って
いて良いと思えるのはJET9です。
JET BLACKシリーズ（トラック用以外）に採用されてい
る“Turbine Braking Technology”は、ブレーキ面の切
削加工技術で、フルブラックのリムサイドが特徴的です。
切削加工することで、ドライコンディション、ウェットコン
ディションを問わず、飛躍的に制動距離が向上します。ブ
レーキパッドもそのままお使いいただけるので、メンテナ
ンスも簡単です。

JET 9 BLACK フロント
¥153,100＋税
••カラー：ブラック
••サイズ：700C

リム幅 : 25 mm (内幅 21 mm)
リム高 : 90 mm
推奨タイヤ幅 : 22 mm以上
••重量：820g
••材質：カーボン/アルミ
••ブレーキ面：切削加工
••付属品 : クイックリリース・バルブエクステンダー
リムフラップ

JET 9 PLUS リア
¥130,400＋税

JET 9 BLACK リア
¥160,200＋税

リム幅 : 25 mm (内幅 21 mm)
リム高 : 90 mm
推奨タイヤ幅 : 22 mm以上
••重量：1,030g
••材質：カーボン/アルミ
••仕様 : シマノ10/11S
••付属品 : クイックリリース・バルブエクステンダー
リムフラップ

リム幅 : 25 mm (内幅 21 mm)
リム高 : 90 mm
推奨タイヤ幅 : 22 mm以上
••重量：990g
••材質：カーボン/アルミ
••仕様 : シマノ10/11S
••ブレーキ面：切削加工
••付属品 : クイックリリース・バルブエクステンダー
リムフラップ

••カラー：ブラック
••サイズ：700C

••カラー：ブラック
••サイズ：700C

JET 6 PLUS TRACKフロント
¥101,000＋税

JET 9 PLUS TRACKフロント
¥123,200＋税

リム幅 : 25 mm (内幅 21 mm)
リム高 : 60 mm
推奨タイヤ幅 : 22 mm以上
••重量：920g
••材質：カーボン/アルミ
••付属品 : バルブエクステンダー/リムフラップ

リム幅 : 25 mm (内幅 21 mm)
リム高 : 90 mm
推奨タイヤ幅 : 22 mm以上
••重量：990g
••材質：カーボン/アルミ
••付属品 : バルブエクステンダー/リムフラップ

••カラー：ブラック
••サイズ：700C

••カラー：ブラック
••サイズ：700C

JET 6 PLUS TRACKリア
¥108,200＋税

JET 9 PLUS TRACKリア
¥130,400＋税

リム幅 : 25 mm (内幅 21 mm)
リム高 : 60 mm
推奨タイヤ幅 : 22 mm以上
••重量：1,040g
••材質：カーボン/アルミ
••付属品 : バルブエクステンダー/リムフラップ
••仕様 : ねじ切り

リム幅 : 25 mm (内幅 21 mm)
リム高 : 60 mm
推奨タイヤ幅 : 22 mm以上
••重量：1,110g
••材質：カーボン/アルミ
••付属品 : バルブエクステンダー/リムフラップ
••仕様 : ねじ切り

••カラー：ブラック
••サイズ：700C

※ カンパ用ホイールは取り寄せ手配となります ※ 重量には個体差がございます ※ デカールの色、
デザインは予告無しに変更される場合がございます
※ JET BLACK シリーズは、ディスクブレーキ仕様が取り寄せ可能
※ JET PLUS TRACK シリーズは切削加工なし

••カラー：ブラック
••サイズ：700C
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TM

ミケ 1919年、
イタリアにて誕生した同社は、現在では世界有数のコンポーネントメーカーの１つとして挙げられます。最新の
設備を始め、
革新的な技術や長年の経験、
強い情熱を注ぎ込まれた製品は、
数々の厳格なテストをクリアし、
世界各国へ
と送り出されます。

SUPERTYPE SPX5
ロード用5アームホイール(フロント)
¥210,000＋税

••カラー：ブラック
••サイズ：ETRTO : 28・リム幅 : 23mm

リムハイト : 50mm・タイヤ幅 : 23～28mm

••重量：975g
••材質：3Kカーボン
••TTやトライアスロン､トラック競技用として設計され
空力性能を高めたホイール
••チューブラー

SUPERTYPE SPX5
ロード用5アームホイール(リア)
¥225,000＋税

※ MICHEのロード用ホイールはすべてUCI認定を受けています。
（EXCITEを除く）

SUPERTYPE PISTA SPX5
ピスト用5アームホイール(フロント)
¥210,000＋税
••カラー：ブラック
••サイズ：ETRTO : 28・リム幅 : 23mm

リムハイト : 50mm・タイヤ幅 : 23～28mm
••重量：1,005g
••材質：3Kカーボン
••TTやトラック競技用として設計され空力性能
を高めたホイール
••チューブラー

••カラー：ブラック
••サイズ：ETRTO : 28・リム幅 : 23mm

リムハイト : 50mm・タイヤ幅 : 23～28mm

••重量：1,096g
••材質：3Kカーボン
••シマノ 9/10/11S対応
••TTやトライアスロン､トラック競技用として設計され
空力性能を高めたホイール

••チューブラー

SUPERTYPE CRONO
ロードディスクホイール (リア)
¥290,000＋税

SUPERTYPE350
カーボンチューブラーホイール (ペア)
¥290,000＋税

タイヤ幅 : 21～25mm
••重量：1,200g
••材質：3Kカーボン
••シマノ 9/10/11S対応
••TTやトライアスロン､トラック競技用として設計
され空力性能を高めたホイール
••チューブラー

リムハイト : F / 38mm , R / 50mm
タイヤ幅 : 23～28mm
••重量：F : 511g / R : 734g (±3%)
••材質：3Kカーボン
••UCI認定
••高性能で軽量なロード用ホイール。コースレイアウトに
よって適したリムハイトをお選びいただけます。

••カラー：ブラック
••サイズ：ETRTO : 28・リム幅 : 20.5mm

SUPERTYPE PISTA DISC
(リア/トラック用)
¥290,000＋税

••カラー：ブラック
••サイズ：ETRTO : 28・リム幅 : 20.5mm

タイヤ幅 : 21～25mm
••重量：1,200g
••材質：3Kカーボン
••TT､トラック競技用として設計され空力性能を
高めたホイール
••チューブラー

SUPERTYPE550
カーボンチューブラー
ホイール (ペア)
¥290,000＋税

••カラー：ホワイト
••サイズ：ETRTO : 28・リム幅 : 23mm

リムハイト : 50mm
タイヤ幅 : 23～28mm
••重量：F : 556g / R : 734g (±3%)
••材質：UDカーボン
••UCI認定
••高性能で軽量なロード用ホイール。コース
レイアウトに よって適したリムハイトを
お選びいただけます。

SWR RCDX カーボンクリンチャー
ホイール (ペア)
¥199,000＋税

カラー：ブラック
ラー：ブラック
••カ
••サイズ：700C（ETRTO : 622-17C）・リム幅 : 23mm
リムハイト : 36mm・タイヤ幅 : 25～32mm
••重量：F : 798g / R : 922g (±3%)
••材質：UDカーボン
••シマノ 9/10/11S対応
••OLD : 前100mm / 後142mm
••対応ローター : シマノセンターロック
••対応アクスルシャフト径 : φ12mm
••UCI認定
••フルカーボンリムのディスクブレーキ専用ロード
ホイール
••チューブレスレディ対応
••チューブレスレディ用リムテープは別売
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••カラー：ホワイト
••サイズ：ETRTO : 28・リム幅 : 23mm

SUPERTYPE338
カーボンチューブラーホイール (ペア)
¥290,000＋税

••カラー：ホワイト
••サイズ：ETRTO : 28・リム幅 : 23mm

リムハイト : 38mm・タイヤ幅 : 23～28mm

••重量：F : 511g / R : 684g (±3%)
••材質：3Kカーボン
••UCI認定
••高性能で軽量なロード用ホイール。コースレイアウトに
よって適したリムハイトをお選びいただけます。

SWR TDX カーボンチューブラー
ホイール (ペア)
¥183,000＋税

••カラー：ブラック
••サイズ：ETRTO : 28・リム幅 : 23mm

リムハイト : 38mm・タイヤ幅 : 23～28mm

••重量：F : 625g / R : 750g (±3%)
••材質：3Kカーボン
••シマノ 9/10/11S対応
••OLD : 前100mm / 後142mm
••対応ローター : シマノセンターロック
••対応アクスルシャフト径 : φ12mm
••UCI認定
••フルカーボンリムのディスクブレーキ専用ロードホイール

RACE AXY-WPDX
クリンチャーホイール (ペア)
¥46,000＋税

••カラー：ブラック
••サイズ：ETRTO : 700C（ETRTO : 622-17C）
タイヤ幅 : 25～32mm

••重量：F : 911g / R : 1079g (±3%)
••材質：軽量合金
••シマノ 9/10/11S対応
••OLD : 前100mm / 後142mm
••対応ローター : シマノセンターロック
••対応アクスルシャフト径 : φ12mm
••UCI認定
••アシンメトリックのワイドリム採用のディスク
ブレーキ専用ロードホイール

••チューブレスレディ対応
••チューブレスレディ用リムテープは別売

TM

REVOX
カーボンクリンチャー
ホイール（ペア）
¥178,000＋税

RACE 707
クリンチャーホイール(ペア)
¥36,800＋税
••カラー：ブラック
••サイズ：700C（ETRTO : 622-15C）

••カラー：ブラック
••サイズ：700C（ETRTO : 622-17C）

タイヤ幅 : 23～28mm

••重量：F : 800g / R : 1060g (±3%)
••材質：軽量合金
••シマノ 9/10/11S対応
••UCI認定のコンフォートロードホイール

リムハイト : 38mm
タイヤ幅 : 25～32mm
••重量：F : 725g / R : 931g (±3%)
••材質：UDカーボン
••シマノ 9/10/11S対応
••UCI認定
••耐熱カーボン素材使用
••ワイドプロファイルリム仕様

PISTARD
チューブラーホイール
片切ハブ (ペア)
¥42,100＋税

PISTARD
クリンチャーホイール
両切ハブ (ペア)
¥42,100＋税

••カラー：ブラック/ブラック・ブラック/シルバー
••サイズ：ETRTO : 28

••カラー：ブラック/ブラック・ブラック/シルバー
••サイズ：700C（ETRTO : 622-15C）

リム幅 : 20mm
タイヤ幅：21～28mm
••重量：F : 885g / R：1100g (±3%)
材質：軽量合金
••
••コストパフォーマンスに優れた競技用ピスト
ホイールです。
※公道での使用は出来ません。

タイヤ幅：23～28mm

••重量：F : 900g / R : 1115g (±3%)
••材質：軽量合金
••コストパフォーマンスに優れた競技用ピスト

ホイールです。
※公道での使用は出来ません。

XPRESS
ピストクリンチャー
ホイール(ペア)
¥34,500＋税

EXCITE
クリンチャーホイール
¥25,300＋税

••カラー：ブラック
••サイズ：700C（ETRTO : 622-15C）

••カラー：ブラック/ブラック
••サイズ：700C（ETRTO : 622-15C）

タイヤ幅 : 23～28mm

••重量：F : 965g / R : 1195g (±3%)
••材質：軽量合金
••シマノ 9/10/11S対応
••エントリーグレードにピッタリなお求めやすい

タイヤ幅 : 23～28mm

••重量：F : 1110g / R : 1230g (±3%)
••材質：軽量合金
••フリップ/フロップ HUB
••街乗りに最適なコンフォートピストホイール

ロード用ホイールセット

ピスタードシリーズはトラックライダーにとっての新たなベンチマークとなります。軽量かつエアロダイナミクスが向上するように設計されています。

PISTARD AIR
チェーンホイールセット
¥32,000＋税

PISTARD 2.0
チェーンホイールセット
¥29,500＋税

••カラー：ブラック
••クランク長：165・170mm
••ギア:50Ｔ
••PCD：144mm
••材質：クランク : 鍛造アルミニウム 6082 T6

••カラー：ブラック・シルバー
••クランク長：165mm
••ギア:50Ｔ
••PCD：144mm
••材質：クランク : 鍛造アルミニウム 6082 T6

リング : アルミニウム 7075 T6

リング : アルミニウム 7075 T6

••重量：725ｇ(44T/165mm)
••ダイレクトクランク
••EvoMax BB推奨

シルバーは

NEW

※BBは付属しません

••重量：680ｇ(44T/165mm)
••ダイレクトクランク
••EvoMax BB推奨

※BBは付属しません

PRIMATO ADVANCED
チェーンホイールセット
¥28,000＋税

••カラー：ブラック(クランクはシルバー)
••クランク長165mm
••ギア: 46・50Ｔ
••PCD：144mm
••材質：鍛造アルミニウム 6082 T6(ク
ランク)

••重量：600g(44T/165mm)
••コッタレスBB(JIS)
••プリマトシリーズはトラックライダーの為

に生み出され、軽量ながら高い剛性を確
保したハイパフォーマンスなコンポーネン
トです。高精度なCNC加工により、アスリ
ートのパワーを余すことなく伝えます。
••JIS BB付き

ZERO POINT
ホイールバランサー
¥4,200＋税

••カラー：クリア・ブラック
••セット内容：6g+6g/6g+9g/9g+9g
••バルブにより生じる重量バランスのずれを解消する

特許取得のデバイス。
••リムハイト38mm以上のカーボンリム用に設計され
ており、アルミリムには不要です。

NEW

ADVANCED
ピスト用チェーンリング
¥8,900＋税

••カラー：ブラック
••歯数：46,47,48,49,50,51,52,53,54,56,58T
••PCD：144mm
••材質：アルミニウム 7075 T6
••重量：81g(46T)

Evo Max BB
¥3,840＋税

••サイズ：BSA(JIS)
••重量：135g
••PISTARD 2.0 / AIR 専用

SEI GIORNI
トラック用チェーンリング
¥13,800＋税
••カラー：ブラック
••歯数：60/61/62/63T
••PCD：144mm
••材質：アルミニウム 7075 T6
••重量：326g(59T)
••コストパフォーマンスに優れた大径
チェーンリング

Evo Max
プレスフィットBB
¥3,960＋税

••サイズ：86.5x41
••重量：96g
••PISTARD 2.0 / AIR 専用
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PRIMATO SYNTESI
前後ハブセット
¥16,700＋税

PRIMATO SYNTESI
リアハブ
¥10,800＋税

PRIMATO SYNTESI
フロントハブ
¥5,900＋税

••カラー：シルバー
••ホール数 : 32H(前後)
••材質：アルミニウム 6061 T6
••重量：433g
••シマノ 9/10/11S、カンパ 9/10/11S対応
••シールドベアリング

••カラー：ブラック
••ホール数 :24H,28H
••材質：アルミニウム 6061 T6
••重量：285g
••シマノ 9/10/11S
••シールドベアリング

••カラー：ブラック
••ホール数 : 20H,24H,28H
••材質：アルミニウム 6061 T6
••重量：147g
••シールドベアリング

ピスト用12T固定ギア/
ネジ切り仕様 (ロックリング付)
¥4,300＋税

PRIMATO PISTA
トラック ハブ リア
¥9,500＋税

PRIMATO PISTA
トラック ハブ フロント
¥8,000＋税

••カラー：シルバー
••歯数 : 12T
••材質：スチール
••重量：24g(12T)
••歯厚：1/8
••12T専用JISロックリング付属
••ネジ切りタイプのピスト用固定ギア。

••カラー：ブラック
••ホール数 :24H,28H
••材質：アルミニウム 6061 T6
••シールドベアリング
••両切 ロックリング(JIS)

••カラー：ブラック
••ホール数 : 20H,24H,28H
••材質：アルミニウム 6061 T6
••シールドベアリング

ピスト用固定ギア/ハウジングセット
¥3,200＋税

ハブへの取付け手順

••カラー：シルバー
••歯数 : 14,15,16,17,18T
••材質：スチール
ハウジング
••重量：63g(16T)
••歯厚：1/8
••ネジ切りハブに付属のハウジングを取り付ける事で、

専用のスプラインギアが取り付けられます。
ロックリングを外すだけで、簡単にギア交換が出来ます。
※ロックリングは付属しません

＋

ハウジングをハブへ取付け

ギアをハウジングへはめ込む

ハウジングを取付けた状態

ピスト用固定ギア/
歯のみ (専用ハウジング仕様)
¥1,600＋税

••カラー：シルバー
••歯数 : 14,15,16,17,18T
••材質：スチール
••重量：41g(16T)
••歯厚：1/8
••取付には専用ハウジング(アダプター)が必要です。

SUPERTYPE
シートピラー
¥13,400＋税

ピストハブ用6爪ロックリング
イタリアンサイズ
¥800＋税

••カラー：ブラック・シルバー
••サイズ：φ27.2mmx250mm
••材質：6062 alloy
••重量：274g
••特許取得のサドルロックシステムは、

※ロックリングは付属しません

ピスト用固定ギア/
ネジ切り仕様 (ロックリング無)
1枚 ¥2,000＋税

••カラー：シルバー
••歯数 : 13,14,15,16,17,18T
••材質：スチール
••重量：32g(13T)
••歯厚：1/8
••ネジ切りタイプのピスト用固定ギア
※ロックリングは付属しません

フォーミュラ

幅広いサドル調整が可能です。

••大胆なCNC肉抜き加工

ピストハブ用2爪ロックリング
JISサイズ
¥800＋税

名だたる有名ブランドからリムやハブ、
スポークの設計、製造を一手に担う。1994年の創業以来、
常に
「最高品質」
を追い求め、
様々な取り組みを行っています。
ホイールの心臓部となるハブには、高い耐久性を持つ設計・製造をしています。

ピスト用ラージハブ
スプラインタイプ（ペア）
¥6,785＋税
••カラー：シルバー・ブラック
••サイズ：32H
••重量：599g（ペア）
••スプラインになっていますので、
ギアの交換が簡単にできます。

ピスト用ラージハブ
スプラインタイプ（リアのみ）
¥3,900＋税
••カラー：シルバー・ブラック
••サイズ：32H
••重量：318g（32H）
••スプラインになっていますので、

シールドベアリング

ピスト用ラージハブ（ペア）
¥10,005＋税

••カラー：シルバー・ブラック
••サイズ：32H･36H（ブラックは32Hのみ）
••重量：595g（ペア）

ギアの交換が簡単にできます。

ピスト用ラージハブ（ペア）
アルマイトカラー
¥7,015＋税

ピスト用ラージハブ（ペア）
¥5,900＋税
••カラー：シルバー・ブラック
••サイズ：32H･36H
••重量：597g（ペア）

••カラー：レッド・ゴールド・ブルー(アルマイト)
••サイズ：32H
••重量：599g（ペア）
••アルマイトカラーのピストラージハブ

ピスト用ラージハブ（ペア）
ペイントカラー
¥7,600＋税

••カラー：ホワイト・ブルー・グリーン・イエロー・オレンジ
••サイズ：32H
••重量：599g（ペア）
••ペイントカラーのピストラージハブ

※ 弊社在庫限り

ピスト用固定ギア
スプラインタイプ
¥1,150＋税

••サイズ：16・18T
••重量：57g(18T)
••スプラインタイプのピスト用固定ギア
••ロックリング付
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※ 色、
デザインは予告なく変更される場合がございます

18Tギアー＆アルミ
ロックリングセット
¥1,322＋税

••重量：75g (ロックリング含む)
••歯厚：1/8

※ 固定式のギアは競技用です。使用目的を誤ると重大な事故に繋がる恐れがございます

アルミロックリング
¥322＋税

••重量：5g

アレックスリム

1992年創業の同社は、
素材の選定からリムのデザイン、
設計、
製造まで、
全工程を同社で行っています。
自社スタッフ
を始め、
プロのロードチームやMTBレーサー、BMXの選手達のフィードバックを元に、
より良い製品開発に取り組ん
でいます。
ハイクオリティーな製品をユーザーへ届けるべく、革新を続けます。

22

7.2

19.6
13.9

18”
ダブルウォール
アルミリム

20”
ダブルウォール
アルミリム

20”
ダブルウォール
アルミリム

20”
ダブルウォール
アルミリム

DA-16（355）

DA-16（406）

DA-22（451）

R-390（451）

••カラー：ブラック＆サイドCNC
••仏バルブ
••サイズ：18×1.50(32H)
••重量：310g

••カラー：ブラック＆サイドCNC
••仏バルブ
••サイズ：20×1.50(32H)
••重量：330g

••カラー：ブラック＆サイドCNC
••仏バルブ
••サイズ：20×11/8 (32H)
••重量：310g

••カラー：ブラック＆サイドCNC
••仏バルブ
••サイズ：20×11/8 (32H)
••重量：295g

¥3,521＋税

¥3,062＋税

¥3,984＋税

¥4,628＋税

26MTBアルミリム
Ｘ-101

¥1,932＋税

••カラー：シルバー
••英バルブ
••サイズ：26×1.50 (36H)
••重量：460g

19.6
13.9

24.6

22

19

10.2

7.2

18

26MTBダブルウォール
アルミリム

26MTBダブルウォール
アルミリム

26MTBダブルウォール
アルミリム

650cダブルウォール
アルミリム

650cダブルウォール
アルミリム

DM-18

DM-18

DH-19

DA-22

R-390

• カラー：ブラック＆サイドCNC
• 仏バルブ
• サイズ：26×1.50 (32H)
• 重量：600g

• カラー：ブラック＆サイドCNC
• 仏バルブ
• サイズ：26×1.50 (32H)
• 重量：520g

• カラー：ブラック＆サイドCNC
• 仏バルブ
• サイズ：650c (32H)
• 重量：390g

• カラー：ブラック＆サイドCNC
• 仏バルブ
• サイズ：650c (32H)
• 重量：410g

¥3,521＋税

¥3,984＋税

• カラー：シルバー＆サイドCNC
• 仏バルブ
• サイズ：26×1.50 (32H)
• 重量：600g

¥4,186＋税

¥4,126＋税

¥5,681＋税
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7.2

19.6
13.9

700cアルミリム
Ｘ-101

¥2,058＋税

700cダブルウォール
アルミリム

700cダブルウォール
アルミリム

700cダブルウォール
アルミリム

700cダブルウォール
アルミリム

DM-18

DA-22

DA-16

R-390

••カラー：ブラック＆サイドCNC
••仏バルブ
••サイズ：700c（32H・36H）
••重量：620g

••カラー：ブラック＆サイドCNC
••仏バルブ
••サイズ：700c (32H)
••重量：435g

••カラー：ブラック＆サイドCNC
••仏バルブ
••サイズ：700c (32H)
••重量：490g

••カラー：ブラック＆サイドCNC
••仏バルブ
••サイズ：700c (32H)
••重量：485g

¥3,984＋税

••カラー：シルバー
••英・仏バルブ

※仏バルブは弊社在庫限り
••サイズ：700c (36H)
••重量：500g

¥4,126＋税

キンリン

by

¥5,405＋税

¥5,405＋税

••カラー：ブラック＆サイドCNC

••カラー：ブラック＆サイドCNC

シルバー＆サイドCNC
ゴールド＆サイドCNC
••サイズ:700c
••ホール数:28H・32H・36H
••重量：440g
※ 28Hはブラックのみ、32Ｈはゴールドのみ

シルバー＆サイドCNC
••サイズ：700c
••ホール数：32H・36H
••重量：400g

クリンチャーリム

カラークリンチャーリム

XR-240

XR-240

••カラー：ブラック＆サイドCNC
••サイズ：700c
••ホール数：28H・32H・36H
••重量：470g

••カラー：ホワイト＆サイドCNC(パウダーカラー)

19.4
13.7

24.0

¥4,830＋税

ピンク＆サイドCNC(パウダーカラー) ※ 弊社在庫限り
ブルー＆サイドCNC(アルマイトカラー)
レッド＆サイドCNC(アルマイトカラー)
ゴールド＆サイドCNC(アルマイトカラー)
ブロンズ＆サイドCNC(アルマイトカラー)
••コストパフォーマンスに優れた
クリンチャーディープリム
••サイズ：700c
••ホール数：32H
••重量：470g

カラークリンチャーリム

XR-300

XR-300

¥6,210＋税
••カラー：ホワイト＆サイドCNC(パウダーカラー)

ピンク＆サイドCNC(パウダーカラー)
ゴールド＆サイドCNC(アルマイトカラー)
••サイズ：700c
••ホール数：32H
••重量：450g
※ 弊社在庫限り

18.3
13.6

30.0

クリンチャーリム

※ リムの価格は1本です

1972年創業の、台湾・高雄に拠点を持つ自転車用リムメーカー。独自の製法により高品質
な製品を生み出しています。品質の高さは世界中で評価され、40年間で3000万本以上
を製造しています。

TB-25

XR-19W

¥5,865＋税
••カラー：ブラック＆サイドCNC
••サイズ：700c
••ホール数：32H
••重量：450g

¥5,681＋税

チューブラーリム

クリンチャーリム

¥4,600＋税

¥4,347＋税
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EURO-ASIA
made in U.S.A

ユーロ・アジア
アメリカ・カリフォルニアを拠点としている同社は、
自社ブランドを始め、輸入販売も行っています。
レース、
ツーリングと、
ジャンルを問わず、
常に最高のパーツを求め続けています。

Gold Medal Pro
¥18,000＋税

••カラー：ゴールド
••サイズ：12・13・14・15・16・17・18T
••重量：48g(15T)
••歯厚：1/8
••伝説的なトラック用コグ"ゴールドメダルプロ"

。TiNコーティングによって、潤滑性と耐久性を向
上させています。世界の名だたる強豪チームから
も信頼されており、 世界選手権やオリンピック
での勝利を獲得した、実績に相応しい名が与え
12T : ピンクライン
られています。

13T : イエローライン

Superstar
¥12,000＋税

14T : ブルーライン

15T : レッドライン

16T : グリーンライン

17T : ブラックライン

18T : ホワイトライン

DLX
¥6,300＋税

••カラー：クロームメッキ
••サイズ：13・14・15・16・17・18T
••重量：49g(15T)
••歯厚：1/8
••クローム仕上げされたピスト用コグ。チェーン離れと

••サイズ：13・14・15・16T
••重量：50g(15T)
••歯厚：1/8
••スチールのピスト用コグ。サイズの幅があり選択
肢が多いベーシックモデル

強度が更に高められています。

DLX
¥7,000＋税

••サイズ：17・18・19・20・21・22Ｔ
••重量：68g(17T)

タヤチェーン

NEW

TB-90 HG
9段チェーン
(9スピード)

¥1,800＋税

••カラー：シルバー/ブラック
••仕様：1/2”×3/32”
••接続方法：シグマコネクター
••リンク数：116L

1969年創業の、台湾で最も歴史あるチェーンメーカー。
自転車用だけでなく、
オートバイやエアロバイク用も展開
しています。細部に渡るこだわりにはクラフトマンシップが宿り、一切の妥協がありません。

410H-Teﬂon

410H

410H

410H

410H

(シングルスピード)
¥1,782＋税
••カラー：ブラック・ホワイト・シルバー・バジル・グレー

(シングルスピード用)

(シングルスピード用)

(一般車用)

( 一般車用/ハイガード)

ゴールドメッキ
¥1,725＋税
••カラー：ゴールド
••仕様：1/2”×1/8”
••接続方法：シグマコネクター
••リンク数：106Ｌ

メッキ

••カラー：ブラック
••仕様：1/2”×1/8”
••リンク数：112L

••カラー：シルバー
••仕様：1/2”×1/8”
••リンク数：112L
••耐腐食性に優れた

パープル・レッド・ブルー・オレンジ・イエロー
••仕様：1/2”×1/8”
••接続方法：シグマコネクター
••リンク数：106L
••チェーンをテフロンコーティングし錆びにくく加工してます

NEW

TB-600 HG
7/8段チェーン
(7・8スピード)
¥1,200＋税
••カラー：シルバー/ブラック
••仕様：1/2”×3/32”
••接続方法：シグマコネクター
••リンク数：116L

¥1,610＋税

••カラー：メッキ
••仕様：1/2”×1/8”
••接続方法：シグマコネクター
••リンク数：106Ｌ

¥オープン

OCTO（S/B)

TB-50

(7・8スピード)
¥1,874＋税
••カラー：シルバー/シルバー
••仕様：1/2”×3/32”
••接続方法：シグマコネクター
••リンク数：116L
••互換性：SHIMANO HG

(7・8スピード)
¥1,725＋税
••カラー：シルバー/ブラック
••仕様：1/2”×3/32”
••接続方法：シグマコネクター
••リンク数：116L
••互換性：SHIMANO HG

(5・6・7スピード)
¥1,092＋税
••カラー：ブラック
••仕様：1/2”×3/32”
••接続方法：シグマコネクター
••リンク数：116L
••互換性：SHIMANO HG/UG

SIGMA CONNECTOR
SC-20

SIGMA CONNECTOR
SC-23

SIGMA CONNECOR
SC-33

(10スピード用)
¥920＋税
••２セット入り

(9スピード用)
¥805＋税
••２セット入り

(7・8スピード用)
¥632＋税
••２セット入り

(1/8シングルスピード用)
¥552＋税
••２セット入り
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※ 弊社在庫限り

ハイガード仕様

OCTO（S/S)

SIGMA CONNECTOR
SC-19

※ カンパニョーロには使用できません
※ 弊社在庫限り

¥オープン

アスチュート

アスチュートは確固たる自信と豊富な知識をもって、
自転車市場に向け革新的で全く新しいソリューションを提供します。
ベネト地方の熟練工達の情熱と経験に基づいて、
デザイン・工学技術・快適性の観点で非常にユニークで独特な製品となっています。
最先端のコンセプトデザインを基に、
ユニークで、
今までのサドルとは違う構造となっており、
一目見てその違いが分かります。
我々のブラ
ンド哲学は、
イタリアンスポーツを象徴する色として良く使われるレッドカラーに基づいています。
レッドカラーがスポーツカーに使われる
様に、
サイクリングの世界ではアスチュートを象徴する色となるでしょう。

￥54,500+税

革新的な構造によって、すっきりしたシルエットでありながらコンフォ
ート性能を高めることに成功。アンチバイブレーション機能を備えた
フルカーボン・ツインシェルによって振動を抑え、更にカーボンシェ
ルとレールの間にあるSPAS（ショック・パッド・アブソーバー・シス
テム）も振動吸収効果を高めています。

CARBON RAIL 7x9

167g(ave)

コンフォート性
振動吸収性
耐エネルギー消耗性
レース性
BLACK/BLACK

BLACK/RED

￥54,500+税

革新的な構造によって、すっきりしたシルエットでありながらコンフォート
性能を高めることに成功。アンチバイブレーション機能を備えたフルカー
ボン・ツインシェルによって振動を抑え、更にカーボンシェルとレールの間
にあるSPAS（ショック・パッド・アブソーバー・システム）も振動吸収効果
を高めています。

CARBON RAIL 7x9

￥54,500+税

革新的な構造によって、すっきりしたシルエットでありながらコンフォー
ト性能を高めることに成功。アンチバイブレーション機能を備えたフル
カーボン・ツインシェルによって振動を抑え、更にカーボンシェルとレー
ルの間にあるSPAS（ショック・パッド・アブソーバー・システム）も振動
吸収効果を高めています。サドル幅は145mmと通常より10ミリ広げ、
座骨幅の広いライダーに向いています。

CARBON RAIL 7x9

167g(ave)

コンフォート性
振動吸収性
耐エネルギー消耗性
レース性

コンフォート性
振動吸収性
耐エネルギー消耗性
レース性

BLACK/BLACK

￥54,500+税

BLACK/BLACK

最高のパフォーマンスと技術、コンフォート性能を望むハイレベルなアス
リートやサイクリストのためのプレミアムモデルで、業界初の本当に快適な
フルカーボンサドル。

CARBON RAIL 7x9

BLACK/BLACK

￥29,800+税

コンフォート性
振動吸収性
耐エネルギー消耗性
レース性

最高のパフォーマンスと技術、コンフォート性能を望むハイレベルなア
スリートやサイクリストのためのプレミアムモデルで、業界初の本当に快
適なフルカーボンサドル。

CARBON RAIL 7x9

170g(ave)

BLACK/BLACK

ダブルシェルテクノロジーとカーボンレールによって快適性と軽量性を
両立。

BLACK/RED

￥54,500+税

コンフォート性
振動吸収性
耐エネルギー消耗性
レース性

CARBON RAIL 7x9

BLACK/BLACK

180g(ave)

￥29,800+税

175g(ave)

コンフォート性
振動吸収性
耐エネルギー消耗性
レース性

ダブルシェルテクノロジーとカーボンレールによって快適性と軽量性を
両立。

CARBON RAIL 7x9

185g(ave)

BLACK/BLACK

190g(ave)

コンフォート性
振動吸収性
耐エネルギー消耗性
レース性
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￥30,500+税

￥30,500+税

ダブルシェルテクノロジーとカーボンレールによって快適性と軽量性を両
立。鮮やかな蛍光カラーシェルも設定。

CARBON RAIL 7x9

プロチーム供給用にブランドロゴを大きく全面的に押し出したレプリカ
モデルとなります。
ブラックの精悍なトップカバーにブランドロゴが目立つ、一目で
ASTVTEと分かるモデルです。

185g(ave)

CARBON RAIL 7x9

コンフォート性
振動吸収性
耐エネルギー消耗性
レース性

BLACK/PINK

コンフォート性
振動吸収性
耐エネルギー消耗性
レース性

BLACK/RED FLUO

BLACK/BLACK
BLACK/PINK

BLACK/RED

BLACK/OGANGE

185g(ave)

BLACK/YELLOW

￥29,800+税

CARBON RAIL 7x9

スカイライトのPILARGA（ピラルガ）シリーズは145mmの幅広モデルで、
安定した座り心地を好むライダーに最適で、更にパフォーマンスとコンフォ
ート性能も最大限に高めるというユニークな特徴を備えています。

190g(ave)
コンフォート性
振動吸収性
耐エネルギー消耗性
レース性
BLACK/BLACK

￥20,900+税

PILARGA（ピラルガ）シリーズは145mmの幅広モデルで、安定した
座り心地を好むライダーに最適で、更にパフォーマンスとコンフォート
性能も最大限に高めるというユニークな特徴を備えています。

TITAN V RAIL Ø 7x7

￥20,900+税

アスチュートのベーシックモデル。ツインシェルテクノロジーとチタンバ
ナジウムレールで、レースコンフォート・コンセプトを実現。

TITAN V RAIL Ø 7x7

225g(ave)

BLACK/RED

￥22,500+税

BLACK/BLACK

中空チタンバナジウム合金レールモデルの「スカイライン」に、新たな
モデルが誕生しました。TACA•はイタリア・ベネト地方の方言で「しが
みつく・粘着性の」という意味。名前が示す通り「TACA」の表皮には
マイクロファイバーに滑り止め加工を施しています。新たに『プログレ
ッシブ・メモリー・フォーム』を採用しています。

TITAN V RAIL Ø 7x7

￥23,200+税

BLACK/RED

TACAはイタリア・ベネト地方の方言で「しがみつく・粘着性の」という
意味。名前が示す通り「TACA」の表皮にはマイクロファイバーに滑り止
め加工を施しています。先進の技術特性とデザイン、そして快適性が共
存する、新しい製品を求める欲張りなライダーの為のサドルです。新た
に『プログレッシブ・メモリー・フォーム』を採用しています。

TITAN V RAIL Ø 7x7

220g(ave)

コンフォート性
振動吸収性
耐エネルギー消耗性
レース性

BLACK/BLACK

￥19,900+税

BLACK/BLACK
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220g(ave)

コンフォート性
振動吸収性
耐エネルギー消耗性
レース性

コンフォート性
振動吸収性
耐エネルギー消耗性
レース性

BLACK/BLACK

BLACK/RED

コンフォート性
振動吸収性
耐エネルギー消耗性
レース性

BLACK/ORANGE
ロードレース用サドルに女性のエレガンスを融合したモデルです。STAR
モデルの構造や仕上げの特徴を基に、
2層密度メモリーフォーム・パッドと
コンパクト
（250•x147mm）
なサイズによる新しいコンセプトでできて
います。市場で最も軽い女性用サドルの一つです。マットブラックのチタン
製レールを採用しています。

220g(ave)

BLACK/RED

BLACK/YELLOW

BLACK/BLUE

TITAN V RAIL Ø 7x7

コンフォート性
振動吸収性
耐エネルギー消耗性
レース性

235g(ave)

￥28,500+税

￥20,300+税

ナイロンカーボン製のエアロダイナミック・シングルシェルをベースに、2つ
の国際特許を取得した技術を駆使し、スポーツマンシップと素晴らしいデザ
インを高い次元で両立した革新的なサドル。アスリート個人個人によって違
う座骨に対応する曲線状のシェルが快適な乗り心地を提供。

STARシリーズはアスチュートがリリースする新しいロードレース用モ
デル。ナイロンカーボン製のエアロダイナミック・シングルシェルをベー
スに、2つの国際特許を取得した技術を駆使し、スポーツマンシップと
素晴らしいデザインを高い次元で両立した革新的なサドル。

200g(ave)

CARBON RAIL 7x9

TITAN V RAIL Ø 7x7

230g(ave)

コンフォート性
振動吸収性
耐エネルギー消耗性
レース性

コンフォート性
振動吸収性
耐エネルギー消耗性
レース性

BLACK/BLACK

BLACK/BLACK

ナイロンカーボン製のエアロダイナミック・シングルシェルをベースに、2つの国際特
許を取得した技術を駆使し、スポーツマンシップと素晴らしいデザインを高い次元で
両立した革新的なモデル。プロチーム供給用にブランドロゴを大きく全面的に押し出
したレプリカモデル。

￥28,500+税

CARBON RAIL 7x9

200g(ave)

コンフォート性
振動吸収性
耐エネルギー消耗性
レース性

BLACK/BLACK

￥28,500+税

BLACK/RED

￥20,300+税

スターライトをベースに座面幅を10mm拡大（145ｍｍ幅）した、座骨幅の
広いライダー向けモデルです。

スターラインの座面幅を10mm拡大（145mm幅）したモデルです。
座骨幅の広いライダーに向いています。

210g(ave)

CARBON RAIL 7x9

TITAN V RAIL Ø 7x7

240g(ave)

コンフォート性
振動吸収性
耐エネルギー消耗性
レース性

コンフォート性
振動吸収性
耐エネルギー消耗性
レース性

BLACK/BLACK

BLACK/BLACK

NEW
￥11,800+税

従来モデルから大幅に価格を抑えた、高コストパフォーマンス・エントリーモデル『SUN（サン）•
VT』。上位モデルと同じプログレッシブ・メモリーフォームパッドを採用しながら、従来のツイン
シェルを不採用とすることで、パッド量を増やしながらも200g（ave.）を切る軽さと快適性を
両立。サドル中央のチャンネル（穴と溝）が会陰部への過剰な圧力を軽減。シェルには耐久性に
優れ、適 度な”しなり”を生むナイロンカーボンを使用。トップカバーには上位モデルと同様に
イタリア製マイクロファイバーを採用。サドル後部にはアスチュートのオーナメントと、「HAND•
MADE•IN•ITALY」のレターを配し、アスチュートオーナーとしての所有欲を満たします。

200g(ave)

TITAN V RAIL Ø 7x7

260
コンフォート性
振動吸収性
耐エネルギー消耗性
レース性

BLACK/BLACK

アメーバ

アルミバーエンド
JY-880

¥2,645＋税

••カラー：ブラック・シルバー
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セラ・イタリア

NEW

1897年、配達用自転車のサドルを作る為に創業した同社は、常に新たな技術や素材を積極的に採用し、革新的な成
長を遂げてきました。
この情熱によって、
同社は最高級サドルブランドのひとつとして世界中から認められています。

NEW

SP-01 KIT CARBONIO
SUPERFLOW TDF
¥44,000＋税

SP-01 TITANIUM
SUPERFLOW TDF
¥38,000＋税

SP-01 SUPERFLOW
¥28,000＋税

L W142 × L 288mm
••材質：カバー：Fibra-Tek / レール：カーボンケラミック
φ7×9mm
••重量：S 168ｇ / L 175ｇ
••カーボンコンポジットナイロンシェル
••ツール・ド・フランス開催を記念して、特別に製作された
TDF Limited Edition

L W142 × L 275mm
••材質：カバー：Fibra-Tek / レール：チタニウムチューブ
φ7mm
••重量：S 182ｇ / L 187ｇ
••カーボンコンポジットナイロンシェル
••ツール・ド・フランス開催を記念して、特別に製作され
た TDF Limited Edition

••材質：カバー：Fibra-Tek

••カラー：ツール・ド・フランス
••サイズ：S W130 × L 288mm

••カラー：ブラック
••サイズ：S W130 × L 288mm

••カラー：ツール・ド・フランス
••サイズ：S W130 × L 275mm

L W142 × L 288mm

NEW
SLR C59
¥60,000＋税

••カラー：カーボン
••サイズ：W128 × L 265mm
••材質：フルカーボン / レール：ハイテック
カーボンφ9mm

••重量：61ｇ

••カラー：ブラック
••サイズ：S W131 × L 275mm

L W145 × L 275mm
••材質：カバー：Fibra-Tek
レール：TI316チューブ φ7mm
••重量：S 178ｇ / L 180ｇ
カーボンコンポジットナイロンシェル
••

SLR
SUPERFLOW TDF
¥29,000＋税

••カラー：ツール・ド・フランス
••サイズ：S W131 × L 275mm

••カラー：ツール・ド・フランス
••サイズ：S W131 × L 275mm

L W145 × L 275mm

L W145 × L 275mm

••材質：カバー：Fibra-Tek / レール：カーボンケラミック

••材質：カバー：Fibra-Tek / レール：TI316チューブ

••重量：S 148ｇ / L 153ｇ
••カーボンコンポジットナイロンシェル
••ツール・ド・フランス開催を記念して、特別に製作された

••重量：S 185ｇ / L 190ｇ
••カーボンコンポジットナイロンシェル
••ツール・ド・フランス開催を記念して、特別に製作され

φ7×9mm

SLR SUPERFLOW
¥25,500＋税

••カラー：ブラック
••サイズ：S W131 × L 275mm
L W145 × L 275mm

••材質：カバー：Fibra-Tek

レール：TI316チューブ φ7mm

••重量：S 185ｇ / L 190ｇ
••カーボンコンポジットナイロンシェル

••カラー：ブラック
••サイズ：S W130 × L 250mm
L W146 × L 250mm

••材質：カバー：DURO-TEK /

レール：Tマンガネーゼチューブ
φ7mm

••重量：S 200ｇ / L 205ｇ

NEW

SLR KIT CARBONIO
SUPERFLOW TDF
¥39,000＋税

TDF Limited Edition

SLR FLOW
¥19,900＋税

レール：TI316チューブ φ7mm
••重量：S 203ｇ / L 208ｇ
••カーボンコンポジットナイロンシェル

NEW

SP-01 BOOST TM
SUPER FLOW
¥15,300＋税

φ7mm

NEW

SLR TDF
¥21,500＋税

••カラー：ツール・ド・フランス
••サイズ： W131 × L 275mm
••材質：カバー：Duro-Tek / レール：TI316チューブ
φ7mm

••重量：178ｇ
••ツール・ド・フランス開催を記念して、特別に製作され
た TDF Limited Edition

た TDF Limited Edition

SLR TM FLOW
¥13,200＋税

SLR TM SUPERFLOW
¥13,500＋税

••カラー：ブラック
••サイズ：S W131 × L 275mm

L W145 × L 275mm
••材質：カバー：Duro-Tek
レール：マンガネーゼチューブ φ7mm
••重量：S 205ｇ / L 210ｇ

••カラー：ブラック
••サイズ：S W131 × L 275mm
L W145 × L 275mm

••材質：カバー：Duro-Tek

レール：マンガネーゼチューブ φ7mm

••重量：S 205ｇ / L 210ｇ

Ladies'

SLR Nubuk
¥18,700＋税

••カラー：ブラウン
••サイズ：W131 × L 275mm
••材質：カバー：Nubuk Leather

レール：TI316チューブ φ7mm

••重量：175ｇ
••カーボンコンポジットナイロンシェル

SLR TITANIUM
¥24,000＋税

••カラー：ホワイト/グレー・ブラック/グレー
••サイズ：W131 × L 275mm
••材質：カバー：Fibra-Tek / レール：チタニウムチューブ
φ7mm

••重量：143ｇ
••カーボンコンポジットナイロンシェル
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SLR LADY FLOW
¥16,800＋税

FLITE SUPER FLOW
¥23,000＋税

••カラー：ブラック
••サイズ：S W131 × L 275mm

••カラー：ブラック
••サイズ：W147 × L 285mm
••材質：カバー：Fibra-Tek

••材質：カバー：Fibra-Tek / レール：TI316チューブ

••重量：260g

L W145 × L 275mm

φ7mm

••重量：S 185ｇ/L 190ｇ
••カーボンコンポジットナイロンシェル
••レディースモデル

レール：TI316チューブ φ7mm

FLITE
¥15,200＋税

FLITE FLOW
¥17,800＋税

••カラー：ブラック・ホワイト

••カラー：ブラック・ホワイト

ブラック/レッド
••サイズ：W145 × L 275mm
••材質：カバー：Fibra-Tek
レール：TI316チューブ φ7mm
••重量：216ｇ

FLITE TM
¥12,000＋税

••カラー：ブラック
••サイズ：W145 × L 275mm
••材質：カバー：Duro-Tek

レール：マンガネーゼチューブ φ7mm
••重量：240ｇ

ブラック/レッド

••サイズ：W145 × L 275mm
••材質：カバー：Fibra-Tek

レール：TI316チューブ φ7mm

••重量：210ｇ

FLITE TM FLOW
¥12,800＋税

••カラー：ブラック
••サイズ：W145 × L 275mm
••材質：カバー：Duro-Tek

レール：マンガネーゼチューブ φ7mm
••重量：230ｇ

NEW

NOVUS BOOST TM
SUPER FLOW
¥12,000＋税
••カラー：ブラック
••サイズ：S W135 × L 255mm

••カラー：ブラック
••サイズ：S W138 × L 282mm

••材質：カバー：Duro-Tek

••材質：カバー：Fibra-Tek

L W148 × L 255mm

レール：マンガネーゼチューブ φ7mm

••重量：S 263ｇ / L 270ｇ

NOVUS SUPERFLOW
ENDURANCE TM
¥11,600＋税
••カラー：ブラック
••サイズ：S W138 × L 282mm
L W149 × L 282mm

••材質：カバー：Duro-Tek

レール：マンガネーゼチューブ φ7mm
••重量：S 306ｇ / L 310ｇ

NOVUS SUPERFLOW
ENDURANCE
¥21,200＋税
L W149 × L 282mm

レール：TI316チューブ φ7mm
••重量：S 288ｇ / L 293ｇ

NEW

NEW

NEW

••カラー：ブラック
••サイズ： W136 × L 276mm
••材質：カバー：Fibra-Tek

••カラー：ブラック
••サイズ： W132 × L 280mm
••材質：カバー：Duro-Tek

••カラー：ブラック
••サイズ： W140 × L 270mm
••材質：カバー：Duro-Tek

C2 GEL FLOW S
¥11,500＋税

レール：マンガネーゼ
チューブ φ7mm
••重量：295ｇ

TURBO 1980 WOVEN
¥8,000＋税

XR GEL FLOW
¥7,800＋税

レール：FeCアロイ
φ7mm
••重量：320ｇ

TURBO 1980 Nubuk
¥8,000＋税

SPORT GEL FLOW
¥4,900＋税

レール：FeCアロイ
φ7mm
••重量：330ｇ

FLITE 1990 Nubuk
¥14,400＋税

••カラー：ブラック
••サイズ：W146 × L 275mm
••材質：カバー：Woven Microfee

••カラー：ブラウン・ブラック
••サイズ：W146 × L 275mm
••材質：カバー：Nubuk Leather

••カラー：ブラウン
••サイズ：W146 × L 280mm
••材質：カバー：Nubuk Leather

••重量：295ｇ

••重量：295ｇ

••重量：230ｇ

レール：FeCアロイ φ7mm

FLITE 1990 WOVEN
¥10,800＋税

レール：FeCアロイ φ7mm

レール：チタニウムチューブ φ7mm

FLITE 1990
¥13,000＋税

••カラー：ブラック
••サイズ：W146 × L 280mm
••材質：カバー：Woven Microfee

••カラー：ブラック
••サイズ：W146 × L 280mm
••材質：カバー：Leather

••重量：230ｇ

••重量：230ｇ

レール：チタニウムチューブ φ7mm

レール：チタニウムチューブ φ7mm
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FLITE GEL FLOW NJS
¥18,350＋税

FLITE FLOW NJS
¥12,000＋税

••カラー：ブラック・ホワイト
••サイズ：W130 × L 280mm
••材質：レール：TI316チューブ φ7mm
••重量：225ｇ

SmooTape
Classica Leather
バーテープ
¥6,200＋税

X-1 LADY NJS
¥3,440＋税

••カラー：ブラック・ホワイト
••材質：レール：マンガネーゼチューブ
••重量：233ｇ

SmooTape Controllo
バーテープ
¥2,700＋税
••カラー：ブラック

ホワイト
レッド
ホワイト
イエロー
レッド
グリーン
ブラウン
ライトグリーン
••サイズ：W 35 × L 1800 × T 2.5mm
ピンク
••材質：Leather
ハードピンク
パープル
ブルー
••サイズ：W 35 × L 1800 × T 2.5mm
••材質：EVA、PU

••カラー：ブラック

X-1 LADY FLOW NJS
¥3,860＋税

••カラー：ブラック・ホワイト
••材質：レール：FeCアロイ
••重量：295ｇ

••カラー：ブラック・ホワイト
••材質：レール：FeCアロイ
••重量：290ｇ

SmooTape Gran Fondo
バーテープ
¥2,200＋税

SmooTape Corsa
バーテープ
¥1,500＋税

ホワイト
レッド
イエロー
グリーン
ライトグリーン
ピンク
ハードピンク
パープル
ブルー
••サイズ：W 35 × L 1800 × T 2.5mm
••材質：EVA

ホワイト
レッド
イエロー
グリーン
ライトグリーン
ピンク
ハードピンク
パープル
ブルー
••サイズ：W 35 × L 1800 × T 2.5mm
••材質：EVA、コルク

••カラー：ブラック

••カラー：ブラック

Selle Italia より新しいブランドの登場です。
Selle Italia で培った技術を落とし込んだ全く新しいアーバンサドル。
¥4,900＋税（ DARKのみ ¥3,700＋税 ）

••サイズ：W 168 × L 275mm
••重量：360g

GW MAIKO

GW MAKOTO

岩井オリジナル

岩井オリジナル

••最大限の通気性でサドルを快適な温度に保ちます
••ポリプロピレンとメッシュの2重構造で高い耐久性
••破れ等の損傷に非常に高い耐久性を持っています
••ラベンダーの香りがします
••100％リサイクル可能

NEW

NEW

BRUSH

SPEEDWAY

GRAVEL
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NEW

LIBERTY

NEW

ENGINE

ICON

SKULL

FIXI

TROPIC

NEW

FINISHER

1963

DARK

セラ・イタリア

NEW

創業120周年を記念したクラシックラインは、同社の創業当時のコンセプトで、イタリア製のハンドメイドレザ
ーサドルやアクセサリーを展開しており、「デュアルメタルコンプレッションリベット」や「サンドイッチレザ
ーテック」など今日の技術も取り入れています。また、これらのサドルには革の張り具合を調整し、お好みの乗
り心地にカスタマイズする機能が備えられています。

TURBO BONNIE
¥14,500＋税

NEW

••カラー：ブラック
••サイズ：W 146 × L 275mm
••材質：FEC Alloy
カバー：Leather

NEW

TURBO BULLITT
¥13,000＋税

NEW

••カラー：ブラウン
••サイズ：W 146 × L 275mm
••材質：FEC Alloy
カバー：Leather

••重量：367ｇ

••重量：358ｇ

FLITE BONNIE
¥17,000＋税

FLITE BULLITT
¥14,500＋税

NEW

••カラー：ブラック
••サイズ：W 146 × L 280mm
••材質：TI 316 Tube Ø7
カバー：Leather

••カラー：ライトブラウン
••サイズ：W 146 × L 275mm
••材質：FEC Alloy
カバー：Leather

••重量：370ｇ

NEW

••カラー：ブラウン
••サイズ：W 146 × L 280mm
••材質：TI 316 Tube Ø7
カバー：Leather

••重量：230ｇ

TURBO RACER
¥10,500＋税

FLITE RACER
¥13,000＋税

••カラー：ライトブラウン
••サイズ：W 146 × L 280mm
••材質：TI 316 Tube Ø7
カバー：Leather

••重量：230ｇ

••重量：230ｇ

NEW

STORICA
Boost Gravel
¥15,800＋税

NEW

EPOCA TDF
¥15,800＋税

••カラー：ブラック・ハニー
••サイズ：W 160 × L 282mm
••材質：Full Leather /

••カラー：クリーム
••サイズ：W 176 × L 281mm
••材質：Full Leather /

レール:クロモリ（クロムメッキ）
••重量：580ｇ

レール:クロモリ（クロムメッキ）

••重量：625ｇ

MITICA
¥21,000＋税

STORICA
¥17,000＋税

••カラー：ブラック・ハニー・レッド・グリーン
••サイズ：W 160 × L 282mm
••材質：Full Leather / レール:クロモリ（クロムメッキ）
••重量：580ｇ

••カラー：ブラック・ハニー・レッド・グリーン
••サイズ：W 147 × L 283mm
••材質：Full Leather / レール:クロモリ（クロムメッキ）
••重量：505ｇ

EPOCA
¥14,500＋税

••カラー：ブラック・ハニー・クリーム
••サイズ：176 × L 281mm
••材質：Full Leather / レール:スチール（ブラック）
••重量：625ｇ

フロント

リア

サイド

フロント

リア

サイド

GLORIOSA BAG
¥11,450＋税

••カラー：ブラック・ハニー
••サイズ：W 95 × L 180mm
••材質：Full Leather
••重量：240g

EPICA ERGO GRIP
¥11,200＋税
••カラー：ブラック・ハニー
••サイズ：L 140mm
••材質：Full Leather
••重量：190ｇ

ETERNA GRIP
¥8,600＋税

••カラー：ブラック・ハニー
••サイズ：L 135mm
••材質：Full Leather
••重量：135ｇ

LEGGENDA TAPE
¥7,600＋税
••カラー：ブラック・ハニー
••サイズ：W 35 × L 1800mm
••材質：Full Leather
••コルクエンドキャップ付
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rh+は当時ヘルメット・サングラスメーカーのBRIKOでデザイナーを務めたアルベルト・ブリリョーネ氏によって、2001年に設立され
ました。
ｒｈ+という名前は、全ての人に受け入れてもらえるブランドである為に・・・と、RH血液型でその大半を占めるRH+型を例え
付けられました。
スポーツ・イノベーション・スタイル・イタリアンビジョンの4つの主な企業理念の下に開発されています。
中でも同ブ
ランドのハイエンドモデル、
パワーロジックシリーズは、
イタリアの同社内に設けられたパワーロジックラボにて素材の研究から製品
開発がおこなわれています。

アールエイチプラス

HELMET
Z ALPHA PROJECT

高いベンチレーション性能とエアロダイナミクスを兼ね備えた、
第三世代エアロダイナミックヘルメット

Z Alpha は、エアロダイナミクスとベンチレーションの最適なコンビネーションを実現したヘルメッ
トです。rh+ の研究・開発部門であるパワーロジック・ラボで風洞実験を重ね、通気性を維持し
ながら突出したエアロダイナミクス性能を発揮するようにデザインされました。
パワーロジック・ラボのチームは第 2 世代のエアロダイナミックヘルメット、つまり現在ヘルメット
のトップレンジのスタンダードとされるものにある特徴を大幅に超えるものを目指しました。そして Z
Alpha は第 3 世代のエアロダイナミックヘルメットとして完成しました。
rh+ のプロダクトマネージャーによると、
「第 2 世代のエアロダイナミックヘルメットには、常にベン
チレーションを犠牲にしている部分がありました。この技術的な制限を超えることが Z Alpha をデ

エアーフロー

ザインをする上で最初に重要視したポイントでした。
」最初にデザインした Z Alpha のプロトタイプ
を風洞実験にかけた所、エアロダイナミクスとベンチレーションの両方において最高のパフォーマン
スを発揮しました。そのデザインにより、
様々な角度からバランスよく空気が流れるようになりました。
これはある特定の状況だけではなく、様々な状況で何度もテストされ、実際にサイクリストによって
実地でも検証されました。これらのテストはフォンダシオン・コンタドールチームの協力によって、
ロー
ド上の実地テストと風洞実験の両方で検証されました。
更にこのヘルメットには取り外しできるカバーが装備されています。ベンチレーション機能を持ちな
がら非常に速く走ることができる、今までに無いヘルメットが誕生しました。

エアロダイナミックデザイン

スムーズな空気の流れを作る形状

ホットエアーエクストラクター

ヘルメットの内側に空気を通して後部から熱を
効率的に排出

通気効果の高い穴により熱を排出

EHX6072 Z Alpha
¥21,000＋税

小型化したダイヤルアジャスターと、強化された後部サポー卜
により後頭部をしっかりサポートします。
また上下 3 段階のスライドで、ヘルメッ卜の完全なフィッテイ
ングが可能です。

••Z Alphaは従来のヘルメットに比べ、ベンチレーションとエアロダイナミクスにとても優れています。
新しいPower FIT EVO フィッティングシステムを搭載。

••サイズ：XS/M(54-58)、L/XL(58-62)
••重量：265ｇ（XS/M)、315g(L/XL)
••付属品：ヘルメット袋
••JCF公認取得

インナーパッド EHX6072 Z-Alpha用
EHS6121

¥2,000＋税

※生産ロットによりカラーが異なる場合がございます

POWER FIT EVO
EHS6125
02 シャイニーホワイト /
シャイニーホワイト /
マットブラック

¥2,700＋税

04 シャイニーブラック /
マットブラック /
マットブラック

NEW
EHX6081 Air XTRM
¥17,000＋税

小型化したダイヤルアジャスターと、強化された
後部サポー卜により後 頭部をしっかりサポートし
ます。
また上下 3 段階のスライドで、ヘルメッ卜の完全
なフィッテイングが可能です。

••軽さとベンチレーション、そして空力性能においてもベストなモデル。
••エアーエクストリームは、あらゆるサイクリストを満足させます。
••通気性を確保したストラップや通常のインナーパッドに加え、ネットタイプのインナーパッドを付属。
••Power FIT EVO フィッティングシステムを採用。
••サイズ：XS/M(54-58)、L/XL(58-62)
••重量：230ｇ（XS/M)、250g(L/XL)
••付属品：ヘルメット袋
••JCF公認取得

NEW

01 マットブラック /
ダークリフレックス

NEW

02 マットホワイト /
シルバーリフレックス

NEW

03 マットブラック /
イエローフルオ

NEW

04 マットダークシルバー /
マットブラック / レッド

インナーパッド EHX6081用
EHS6133

¥2,000＋税

※生産ロットによりカラーが異なる場合がございます

インナーパッド（ネットタイプ）
EHX6081用
EHS6136

NEW
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08 マットブラック /
サリーナアジュール

※ 蛍光カラーを使用したモデルは、紫外線等により、早期に退色する場合がございます。

¥2,000＋税

※生産ロットによりカラーが異なる場合がございます

POWER FIT EVO
EHS6125

¥2,700＋税

EHX6077 LAMBO
¥16,000＋税

••LAMBO (ランボ）はエアロダイナミクスを最適化するために、アウターシェルとZ内部の両方に最適な空気の流れを作り出すデザインを
採用しています。そしてPower FIT EVOダイヤルアジャスターによりフィット感は完璧です。

••LAMBOは2017、2018年のツール・ド・フランスでワンティチームによって使用されました。

小型化したダイヤルアジャスターと、強化された
後部サポー卜により後 頭部をしっかりサポートし
ます。
また上下 3 段階のスライドで、ヘルメッ卜の完全
なフィッテイングが可能です。

••サイズ：XS/M(54-58)、L/XL(58-62)
••重量：250ｇ（XS/M)、270g(L/XL)
••付属品：ヘルメット袋
••JCF公認取得

01 シャイニーブラック /
シャイニーレッド

02 シャイニーホワイト /
シャイニーブラック

03 マットブラック /
ダークシルバー

07 チームワンティ

07 マットブルー /
シャイニーイエローフルオロ

※カラー、サイズによってデバイダーの
形状が異なる場合がございます。

08 シャイニーホワイト /
マットダークグレー

NEW

12 マットブラック /
マットレッド /
マットホワイト

インナーパッド EHX6077 LAMBO用

POWER FIT EVO

EHS6131

EHS6125

¥2,000＋税

※生産ロットによりカラーが異なる場合がございます

EHX6074 Z Epsilon
¥14,000＋税

••流線型のシルエットと、人間工学に基づいたフィッティングを備えたヘルメット。軽量性と優れたベンチレーションで、プロの
アスリートからアマチュアまで、幅広い層で使用可能なモデルです。

••サイズ：XS/M(54-58)・L/XL(58-62)
••重量:240ｇ（XS/M)、270ｇ（L/XL)

¥2,700＋税

小型化したダイヤルアジャスターと、強化された後部
サポー卜により後頭部をしっかりサポートします。また
上下 3 段階のスライドで、ヘルメッ卜の完全なフィッ
テインゲが可能です。

••JCF公認取得

03 マットブラック /
シャイニーレッド /
マットブラック

06 マットブラック /
シャイニーイエロー /
マットブラック

10 マットブラック /
シャイニーホワイト /
マットブラック

15 マットブラック /
マットカーボンルック

インナーパッド EHX6074 Z Epsilon用

POWER FIT EVO

EHS6127

EHS6125

¥2,000＋税

※生産ロットによりカラーが異なる場合がございます

※ 蛍光カラーを使用したモデルは、紫外線等により、早期に退色する場合がございます。

¥2,700＋税
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EHX6075 Z Zero
¥8,500＋税

従 来 の 横 方 向 の ダイヤル 式 アジャスターに加 え、
縦方向に 3 段階スライドさせることが可能になっ
た新しい調節システムです。この革新的な超軽量ア
ジャスターは軽さとフィッティング性 能、快 適な
通気性を実現する重要な機能を備えています。

••シンプルなエントリーモデルでありながら、軽量で優れたベンチレーション機能を備えています。

••サイズ：XS/M(54-58)・L/XL(58-62)
••重量:230ｇ（XS/M)、255g（L/XL)
••JCF公認取得

01 マットブラック

02 マットホワイト

03 マットイエローフルオロ

NEW

08 マットレッド /
マットブラック

04 マットレッド

11 マットブラック /
マットレッド /
マットカーボンルック

09 シャイニーホワイト /
シャイニーグレー /
シャイニーブラック

15 マットイエローフルオ /
マットブラック

NEW

NEW

21 マットブラック /
マットシルバー

16 マットサリーナアジュール /
マットブラック

インナーパッド EHX6075 Z Zero用

COMFORT FIT 2

EHS6128

EHS6112

¥2,000＋税

※生産ロットによりカラーが異なる場合がございます

¥1,600＋税

アイコン説明
ディバイダー

39

鋳造技術

ロウワーリング

反射材

ストラップに備えたアジャスターがヘルメッ
トの素早い装着を可能にします。
ヘルメットを装着し、バックルを締めた後は
アジャスターを調節するだけです。

独自の鋳造技術 “インモールド & インジェク
テッドテクノロジー” によって、ヘルメットに
高次元の耐久性と軽量性を与えます。
この独自の製造方法は成型工程においてダブ
ルモールドを使用することでポリカーボネー
トを熱成形することを可能にしています。

ダブルモールドによって成形されたポリ
カーボネートのロウワーリングがヘルメット
に高い強度を加え、事故による衝撃からあ
なたを守ります。
また、路面に置いたり、擦り付けてしまっ
た際の摩耗からヘルメットを守ります。

夜間走行時にも安心の、暗い場所でもよく
反射するリフレクトステッカーを使用してい
ます。

インナーフレーム
高強度のポリスチレンフレームが内
蔵されています。
重度の事故に遭遇した際、ヘルメッ
トが粉砕してしまわない様、内側か
ら補強しています。

インナーパッド
非アレルギー性の【rh+ ファイヤー
ドライ】を使用した取り外しや洗浄
が可能なパッドです。
この素材は” 3D オープンセル” 構
造を採用し、汗をはじき最高の快適
性能を実現しました。

収納バッグ
持ち運びにも便利な収納袋。

通気性ストラップ

※ 蛍光カラーを使用したモデルは、紫外線等により、早期に退色する場合がございます。

新しく採用されたストラップは、通気性と肌
への快適さを高めるためにメッシュ構造の
生地で作られています。

アールエイチプラスのアイウェアーは全てイタリアで開発・生産され、各国の安全基準を満たしており、欧州規格EN ISO 12312-1、
米国規格ANSI-Z80.3、
豪州規格AS/NZS1067に適合しています。
使用するすべてのレンズには独自に開発した”SEE HD”レンズを使用し、
耐久性とプロテクション性、
そしてクリアーな視界を約束し
ます。
また、
ヘルメットを作るメーカーだからこそできる、
ヘルメット装着時を考慮したテンプル形状をデザインするなど、
ベストな
フィッティングを提供します。

EYE WEAR
OLYMPO Air X PROJECT

● シンクロスイングレンズシステム
シンクロ・スイング・レンズシステムは、スポーツ用サングラスの技術として世界で初め
て採用するシステムです。
この革新的なシステムによって、ライダーはライド中に片手で両方のレンズを同時に上
げ下げすることができます。
つまり、ライダーが太陽光や風から目を守ることもでき、予期せぬ環境の変化があって
もサングラスを外すことなく即座に対応することが可能です。

シンクロスイング
レンズシステム
レンズシステム

● 可動式ノーズパッド

マルチフィット・ブリッジ・ノーズ
チタン - ベリリウムでコーティングした低アレルギー性のシリコン製ノーズによって、鼻
に乗せるパッドの位置を広げたり狭めたり、更にはサングラスと顔の間隔を調整するこ
とができます。

● 拡張可能な
スポーツグリップテンプル

伸縮式・スポーツグリップテンプル
長さを最大 6mm 調整できる伸縮式テンプルによって、顔に合わせて調整することがで
き、装着した時の安定性を高めることが出来ます。

RH863 OLYMPO Air X

レンズ交換可能

¥26,200＋税
（11.12.13） ¥28,400＋税
（26）
••Olympo AirXは、Olympoレンジの先進テクノロジーに加え、最新のシンクロ・スイング・レンズ
システムを備えた最新モデルです。

••新しい素材とマルチフィット・ブリッジ・ノーズ（可動式ノーズ）、伸縮式スポーツ・グリップテン
プルによりベンチレーション効果と装着性、耐久性を高めています。

可動式ノーズパッド

••重量:37ｇ

12 マットブラック / レッド
（ミラーレッド＋クリアー）

11 マットブラック / イエローフルオ
（ミラーシルバー＋クリアー）

26 マットブラック / ブラック
（グレー調光）

13 マットブラック / ライトブルー
（ミラーブルー＋クリアー）

レンズ交換可能

RH889 SUPER STYLUS
¥11,500＋税
（05） ¥12,800＋税
（14,16,17,19） ¥14,700＋税
（21）

可変式ノーズパッド

••ハーフリムに2眼タイプの大型レンズ、リムから一直線に伸びたテンプルを組みあわせ、スタイリッシュで軽量に仕上がっています。
••テンプルの先端（ラバー部分）にはメタル素材を内蔵し、角度の微調整が可能。
••また、ノーズパッドにはアジャスタブルラバーを採用、テンプルと合わせて多くのライダーにフィットします。

拡張可能な
スポーツグリップテンプル

幅の微調整が可能なノーズパッド

••重量:27ｇ

クリップオン対応

+

+
05 ブラック / レッド
（グレー＋オレンジ）

14 イエロー / ブラック
（スモークフラッシュシルバー＋オレンジ）

+

クリップオン対応

RH501A :
OLYMPO Triple Fit , LEGEND 用
RH502A :
SUPER STYLUS用
••このマークが付いているモデルは、

クリップオン式の度付きレンズに対応し
ています
※度付きレンズの加工にはクリップオン本体
とは別にレンズおよび加工代が必要です。
加工については信頼のおける専門店にご
相談ください。

16 ブルー / ブラック
（グリーンフラッシュグリーン / バイオレット＋オレンジ）

+

17 マットシルバー / ブラック
（スモークフラッシュシルバー / ピンク＋オレンジ）

CLIP-ON
¥6,600＋税

+

19 ホワイト / ブラック
（スモークフラッシュブルー＋オレンジ）

21 ブラック / レッド
（グレー調光）
オプティカル・クラス１

rh+ "SEE HD" レンズ
SEE HD レンズはサポートプロチームのフィードバックを得て開発されました。レンズの材質であるポ
リカーボネートは耐久性とプロテクション性能に非常に優れています。
EU の厳しい品質基準をクリアしており、ヨーロッパで生産、品質は 100％保証されています。

素晴らしい鮮明度と解像度

SEE HD レンズは常にクリアな視界を要求するライダーのため、最高品質のオプティカル・クラス
1 のレンズを使用しています。
表面に油脂や指紋が付きにくいよう処理され、更に両面ともに傷が付きにくい加工がされています。

Varia（調光）レンズ

アールエイチプラスの Varia（調光）レンズは紫外線量に応じてレンズの濃さが変わります。
SEE HDレンズは、
強度の高いポリカーボネートでできたハイディフィニション
（高解像度）
レンズです。
天候に合わせてレンズの濃さが自然に変わるので、天気や紫外線量を気にせず、視界はいつでも
SEE HD レンズは赤外線の吸収による素晴らしいプロテクション性能と高い鮮明度を備えています。
最高な状態でライダーに提供されます。
100％ UV プロテクション
※可視光線透過率 43.1％〜 15.3％、33,7% 〜 11.40％ の 2 タイプございます。
紫外線のプロテクション機能は、網膜を熱や乾燥から守り、目の疲れを抑えるために非常に重要です。
衝撃耐久性
SEE HD レンズは、眼に有害な紫外線を 100％カットします。
SEE HD レンズに使用されているポリカーボネートは、航空機の部品にも使用されており、衝撃
と傷への耐久性に非常に優れています。

ミラーブルー

ミラーシルバー

ミラーレッド

グレー

ミラーゴールド

オレンジ

クリアー

可視光線透過率
12.0 %

可視光線透過率
12.4 %

可視光線透過率
13.0 %

可視光線透過率
16.1 %

可視光線透過率
24.6 %

可視光線透過率
71.4 %

可視光線透過率
90.7 %

グレー調光

可視光線透過率 43.1% ～ 15.3%
RH863 OLYMPIA Air X
RH889 SUPER STYLUS
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APPAREL
サイクリングとファッションの調和がひとつのテーマであり、現代的なグラフィックが特徴です。人間工学に基づいた立体裁断、通気性、超軽量素材など、
パフォーマンスを妥協す
ることなくお洒落なグラフィックを身に着けることができます。

BREATHABILITY

ECU0632
Old School Jersey
オールドスクールジャージ
¥14,600＋税

AERODYNAMIC

WIND PROOF

••走行姿勢にフィットする立体裁断デザイン
••背面に3つのカーゴポケット
••背面にジッパー付ミニポケット
••ウエスト部分に滑り止めシリコン素材を使用
••フルジッパー
••夜間走行に安心のリフレクト付

RAIN PROOF

••カラー：41P タットブラック
••素材：FD 4Way Natural Stretch
••サイズ：S・M・L・XL

TEMP. RANGE: > 22°C

41P タットブラック

BREATHABILITY

ECU0634
Fashion Power Jersey
ファッションパワージャージ
¥12,200＋税

AERODYNAMIC

WIND PROOF

••走行姿勢にフィットする立体裁断デザイン
••通気性の高いメッシュ素材のサイドパネル
••背面に3つのカーゴポケット
••背面にジッパー付ミニポケット
••ウエスト部分に滑り止めシリコン素材を使用
••フルジッパー
••夜間走行に安心のリフレクト付

RAIN PROOF

••カラー：19P パワーズ/グレーブラック
••素材：FD 2Way Natural Stretch
••サイズ：S・M・L・XL

TEMP. RANGE: > 22°C

19P パワーズ/グレーブラック

BREATHABILITY

ECU0636 Lab Jersey
ラブジャージ
¥12,200＋税

AERODYNAMIC

••走行姿勢にフィットする立体裁断デザイン
••通気性の高いメッシュ素材のサイドパネル
••背面に3つのカーゴポケット
••背面にジッパー付ミニポケット
••ウエスト部分に滑り止めシリコン素材を使用
••フルジッパー
••夜間走行に安心のリフレクト付

WIND PROOF

RAIN PROOF

••カラー：31P ジャングル/ブラック
••素材：FD 2Way Natural Stretch
••サイズ：S・M・L・XL

TEMP. RANGE: > 22°C

スリムなアナトミック
フィット

31P ジャングル/ブラック

少しゆったりした
フィッティング

CHEST
WAIST

HIPS

LEG
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INTERNATIONAL SIZE
COUTRY SIZE

M

L

XL

A-CHEST

96

100

106

B-WAIST

83

87

93

C-HIPS

98

102

108

D-LEG

81

83

85

ECU0525 Prime Bib Short
プライムビブショーツ
¥14,600＋税

BREATHABILITY

AERODYNAMIC

••走行姿勢にフィットする立体裁断デザイン
••通気性の高いメッシュ素材の背面とビブ
••裾部分に滑り止めシリコン素材を使用
••夜間走行に安心のリフレクト付
••パッドはBERENIS製 Magnus padを採用

WIND PROOF

••カラー：R00 ホワイト/リフレックス

RAIN PROOF

R90 ブラック/リフレックス

••素材：FD 2Way Natural Stretch
COMPRESSION

••サイズ：S・M・L・XL

TEMP. RANGE: > 22°C

R00 ホワイト/リフレックス

R90 ブラック/リフレックス
BREATHABILITY

ECU0627 Prime Short
プライムショーツ
¥11,000＋税

AERODYNAMIC

••走行姿勢にフィットする立体裁断デザイン
••裾部分に滑り止めシリコン素材を使用
••夜間走行に安心のリフレクト付
••パッドはBERENIS製 Magnus padを採用

WIND PROOF

RAIN PROOF

••カラー：R90 ブラック/リフレックス
••素材：FD 4Way Natural Stretch

COMPRESSION

••サイズ：S・M・L・XL

TEMP. RANGE: > 22°C

R90 ブラック/リフレックス
BREATHABILITY

SSCX563
Emergency Pocket Shell
エマージェンシーポケットシェル
¥7,900＋税

AERODYNAMIC

WIND PROOF

R09 ホワイト/ブラック/リフレックス
R90 ブラック/リフレックス
¥9,800＋税
34P ホログラムブラック
R91 ブラック/フルオイエロー/リフレックス
••走行姿勢にフィットする立体裁断デザイン
••フルジッパー
••夜間走行に安心のリフレクト付
••ダウンヒルに入る時などに体を冷気から守ります。

RAIN PROOF

R09 ホワイト/
ブラック/
リフレックス

COMPRESSION

コンパクトに折り畳めて、携帯性に優れています。

••素材：AD Silver
••サイズ：S・M・L・XL
34P ホログラム/ブラック

TEMP. RANGE: >8°C

R91 ブラック/
フルオイエロー/
リフレックス

R90 ブラック/
リフレックス

BREATHABILITY

ECX9102 Fashon Glove
ファッショングローブ
¥3,000＋税

AERODYNAMIC

••走行姿勢にフィットする立体裁断デザイン

WIND PROOF

••カラー：34P ホログラム/ブラック

60P シグナル/コバルトブルー
67P ギアブラック

RAIN PROOF

••素材：FD 4 Way Natural Stretch
••サイズ：S・M・L・XL

TEMP. RANGE: > 22°C

34P ホログラム/ブラック

60P シグナル/コバルトブルー

67P ギアブラック

www.iwaishokai.co.jp/ 42

ヴィットリア

100%メイド・イン・イタリアにこだわり続け、
マルコ・パンターニやステファン・ロッシュが愛用していた事でも有名な
レーシングシューズの老舗ブランド。
日本人に多い、
幅広な足に合わせたワイドフィットモデルです。

NEW

STELVIO
¥36,800＋税

••カラー：ホワイト/ホワイト・グレー/グレー・レッド/レッド
••サイズ：38 / 38.5 / 39 / 39.5 / 40 / 40.5 / 41 / 41.5 / 42 / 42.5 / 43 / 43.5
••重量：254g（41）
••材質：ソール：UDカーボンエアーシステム
アッパー：マイクロファイバーソフトタッチ

••テクノロジー : EFC・STT・AIR
••クリート固定穴 : 3穴
••日本人に合わせたワイドフィットモデル
••プロ、アマチュアを問わない高性能な軽量シューズ。アッパーには耐久性と快適性を
両立させたマイクロファイバーソフトタッチを採用。2つのBOAバックル採用で足を
均一に固定できます。

グレー/グレー

••アウターソールにはUDカーボンを使用し、インソールがフィット感を向上させています。 ホワイト/ホワイト

レッド/レッド

FUSION PRO
¥32,500＋税

••カラー：ブラック/ブラック
••サイズ：38 / 38.5 / 39 / 39.5 / 40 / 40.5 / 41 / 41.5 / 42 / 42.5 / 43 / 43.5
••重量：254g（41）
••材質：ソール：UDカーボンエアーシステム
アッパー：マイクロファイバー+ナイロン

••テクノロジー : EFC
••あらゆるサイクリングに適したハイパフォーマンスシューズ。
••ソールにはUDカーボンを採用しています。
••BOAバックルで簡単に固定できます。
••クリート固定穴：3穴
••日本人に合わせたワイドフィットモデル

※ 弊社在庫限り

NEW

ALISE
¥18,500＋税

••カラー：ブラック/ブラック・ホワイト/ホワイト・ブルー/ブルー
••サイズ：38 / 38.5 / 39 / 39.5 / 40 / 40.5 / 41 / 41.5 / 42 / 42.5 / 43 / 43.5
••重量：305g（41）
••材質：ソール：ナイロン
アッパー：撥水性合皮

••テクノロジー : EFC
••クリート固定穴 : 3穴
••日本人に合わせたワイドフィットモデル
••レースを意識したパフォーマンスシューズ。ナイロンソールを使用し、

アッパーは撥水加工されています。BOAバックルで簡単に固定できます。

ブラック/ブラック

ブルー/ブルー

ホワイト/ホワイト

ZOOM
¥16,200＋税

••カラー：ブラック/ブラック・ホワイト/ホワイト
••サイズ：38 / 38.5 / 39 / 39.5 / 40 / 40.5 / 41 / 41.5 / 42 / 42.5 / 43 / 43.5
••重量：312g（41）
••材質：ソール：カーボン強化ナイロン
アッパー：撥水性合皮

••テクノロジー : EFC
••クリート固定穴 : 3穴
••日本人に合わせたワイドフィットモデル
••CRS固定システムと2つのベルクロストラップを備えた、新しいパフォーマンスシューズ。
••ナイロンソールを使用し、アッパーは撥水加工されています。

ホワイト/ホワイト

ブラック/ブラック

NEW

RAPIDE
¥13,800＋税

••カラー：ブラック/ブラック・ホワイト/ホワイト
••サイズ：38 / 38.5 / 39 / 39.5 / 40 / 40.5 / 41 / 41.5 / 42 / 42.5 / 43 / 43.5
••重量：310g（41）
••材質：ソール：ナイロン
アッパー：撥水性合皮

••テクノロジー : EFC
••クリート固定穴：3穴
••日本人に合わせたワイドフィットモデル
••シンプルなベルクロタイプの通気性に優れたサイクリングシューズ。ナイロンソールを使用し、

ブラック/ブラック

ホワイト/ホワイト

アッパーは撥水加工されています。
••クリート固定穴：3穴

EFC(Ergonomic Fitting Concept)
人間工学に基づいたフィッティングコンセプト。人間の足に合うよう開発
され、性能と快適性の両方を向上させるために行うテストプログラム。

BOA

STT(Soft Touch Technology)

マイクロメータークロージャーケーブルシステム。
簡単な操作で思い通りのフィット感が得られます。
耐久性を向上させる為に、
ケーブルは芯剤で補強
されています。

特殊な表面処理を行い、ユニークなデザインと、
容易なメンテナンスを可能にしました。

AIR VENT

アッパーに空けられたマイクロホールとソールのベンチレーションに
よって適切な体温を保ちます。
サイズ変換表
EURO

38

38.5

39

39.5

40

40.5

41

41.5

42

42.5

43

43.5

mm

242

245

249

252

255

259

262

265

269

272

275

279
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スウィフト・ウィック

ASPIRE ONE
¥2,200＋税

Swiftwickは地球上で最高のアクティブ製品と設計・開発を行うメーカーです。
開発・製造される高品質のコンプレッションソックスは、100% Made in USA。
100% Made in USAに誇りとこだわりを持ち続けています。
プロトレイルランナー・プロサイクリングチームに製品を供給し、そこで得た情報をフィードバックし、より良い製品開発
の為に取り組んでいます。
swiftwickの高品質コンプレッションソックスを選ぶことにより、あらゆるスポーツにおいてアドバンテージを得られる
事になるでしょう。
最適なコンプレッション・高い透湿性により一日中快適に過ごせる高品質コンプレッションソックスを是非あなた自身
で体感してみてください。

PERFORMANCE ONE
¥1,800＋税

••カラー：ミント・イエロー
••サイズ：S・M・L
••丈の長さ : 足首
••高性能な通気性
••ランニングからサイクリングまで幅広く使用できる

••カラー：ブラック・ホワイト
••サイズ：S・M・L
••丈の長さ : 足首
••高性能な通気性
••サイクリングに最適なコンプレッションソックス。
••Made in USA

コンプレッションソックス。

••Made in USA

PERFORMANCE SEVEN
¥2,300＋税

ASPIRE FOUR
¥2,700＋税

PERFORMANCE FOUR
¥2,100＋税

••カラー：ミント・イエロー
••サイズ：S・M・L
••丈の長さ : 脛
••高性能な通気性
••ランニングからサイクリングまで幅広く使用できる

••カラー：ブラック・ホワイト
••サイズ：S・M・L
••丈の長さ : 脛
••高性能な通気性
••サイクリングに最適なコンプレッションソックス。
••Made in USA

コンプレッションソックス。
••Made in USA

ゼファール

••カラー：ブラック・ホワイト
••サイズ：S・M・L
••丈の長さ : ふくらはぎ中部
••高性能な通気性
••サイクリングに最適なコンプレッションソックス。
••Made in USA

SEVEN ふくらはぎ中部
FOUR
ONE

脛
足首

swiftwick サイズチャート表
size

Men

Women

S

～23.5cm

22.5～24.5cm

M

24～27.5cm

25.5～28cm

L

28～30cm

28.5～30.5cm

1880年、自転車ポンプメーカーとして創業したフランスの老舗ブランド。現在では、マッドガードやボトルケ
ージ、ミラーやサドルバッグと幅広く展開しています。自社工場で厳しい試験も行っており、品質や耐久性に
優れた商品を開発しています。

NEW
CROOZER ROAD

SWAN ROAD

DEFLECTOR RM60

2375

2470

2405

••カラー：ブラック
••サイズ：幅 : 50 - 70 mm
••材質：テクノポリマー
••重量：66g
••ダウンチューブ止めフロントマッドガード。
••ゴムバンドにより55ｍｍのパイプまで取付可

••カラー：ブラック
••サイズ：45 mm
••材質：テクノポリマー
••重量：150g
••細身なシルエットでスマートなリアマ

••カラー：ブラック
••サイズ：幅：66 - 72 mm
••材質：テクノポリマー
••重量：166g
••簡 単に取付 角度 が 調 整出 来るリアマッド

¥1,100＋税

¥1,500＋税

ッドガード。

能。

¥1,840＋税

ガード。

••反射リングで視認性も確保しています。

DEFLECTOR RM90+
2532

¥2,650＋税

••サイズ：530 × 89-95 mm
••材質：ガラス繊維強化樹脂
••重量：238g
••27.5 / 29インチ対応
••最大タイヤ幅:3.0"
••ワイドタイヤのMTB用に設 計されていま

す。2ヶ所の角度 調 整が 可能で、ホイール
に沿わせる事で、より泥はねから守る事が
出来ます。

NEW
DEFLECTOR RC50

DEFLECTOR FC50

2516

2511

••カラー：ブラック
••サイズ：幅 : 47 - 60 mm
••材質：テクノポリマー
••重量：125g
••取付簡単で工具不要。
••リフレクト付きで夜も安全です。

••カラー：ブラック
••サイズ：幅 : 60 - 80 mm
••材質：テクノポリマー
••重量：62g
••簡単取付のダウンチューブ止めフロント

¥1,300＋税

¥900＋税

マッドガード。

••ゴムバンドにより75mmのパイプ径ま
で取付可能。

DEFLECTOR LITE M DEFLECTOR LITE XL SHIELD R30
2550

¥1,000＋税

2553

¥1,000＋税

••カラー：ブラック
••カラー：ブラック
••26 / 27.5 / 29インチ対応
••26 / 27.5 / 29 / FATバイク対応
••材質：ポリプロピレン
••材質：ポリプロピレン
••重量：28g
••重量：48g
••MTB用の軽量マッドガード。
••リジッドフォーク・サスペンションフ
••前後どちらにもお使いいただけます。 ォークの両方に対応可能。

2540

¥4,900＋税

••カラー：ブラック
••サイズ：幅 : 30 mm
••材質：テクノポリマー
••重量：380g
••対応ホイール径:700C/28#
••対応タイヤ幅:25mm以下
••ロードバイク向けの前後フェンダー。車輪の
ほとんどを覆い、泥はねから守ります。
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NEW
SHIELD S10
2562

¥1,550＋税

••カラー：ブラック
••サイズ：280 × 62-85 mm
••材質：ポリプロピレン
••重量：55g
••対応ホイール径:700C
••ベロクロ式
••ロードバイク向けのイージーフェンダー。
••シートレールに巻き付けるだけ。

NEW

NEW

SHIELD S20
2563

¥1,550＋税

••カラー：ブラック
••サイズ：280 × 94-115 mm
••材質：ポリプロピレン
••重量：67g
••対応ホイール径:26”-29”
••ベロクロ式
••MTB向けのイージーフェンダー。
••シートレールに巻き付けるだけ。

SHIELD LITE M
2560A
2560B
2560C
2560D

レッド/ブラック
ブルー/ブラック
グリーン/ブラック

¥900＋税

NEW

SPINミラー

SPYミラー

4710

4740

4720

••カラー：ブラック
••ミラー : 46c㎡
••対応径 : φ16 - 22 mm
••重量：60g
••バーエンドに取付可能な左右

••カラー：ブラック
••ミラー : 15c㎡
••対応径 : φ16 - 22 mm
••重量：45g
••バーエンドに取付可能な左右

••カラー：ブラック
¥2,400＋税
••ミラー : 15c㎡
••材質：ガラス繊維強化樹脂
••対応径 :φ22 - 60 mm
••ミラー : 56c㎡
••重量：25g
••工 具 不 要 で360度 調 整 可能。ゴム ••対応径 :φ23 mm
バンドであらゆる場所に装着可能。 ••重量：75g
••ミラーは丈夫なABSクロム製です。 ••ガラス繊維強化樹脂の丈夫なミラー。
••大きくて見やすい。

共用モデル。

••お好きな角度に調整可能で、
使わない時は折り畳めます。

¥1,680＋税

共用モデル。

••お好きな角度に調整可能で、
使わない時は折り畳めます。

¥1,500＋税

HUSKY Z-TWIN
フロアポンプ

PROFIL TRAVEL
フロアポンプ

0951

0890

••カラー：ブラック/シルバー
••材質：スチール
••サイズ：710 mm
••重量：3100 g
••MAX : 230PSI / 16bar
••米・仏対応
••Z-ツインシステム採用の高圧ポンプ。
••ベースが折り畳めて収納も簡単。

••カラー：ブラック/シルバー
••材質：アルミ
••サイズ：500 mm
••重量：330g
••MAX : 145PSI / 10bar
••米・仏対応
••Z-ツインシステム採用ポンプ。
••ホースにゲージが内蔵されたスッキリ

¥8,900＋税

※ 弊社在庫限り
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¥5,600＋税

したデザイン。
••折り畳み可能で持ち運びも簡単。

ESPION Z56
4760R(右用)
4760L(左用)

NEW

PROFIL MAX
FP20 フロアポンプ
0862

￥3,60０＋税

••カラー：グレー
••材質：スチール
••サイズ：640 mm
••重量：1200 g
••MAX : 130PSI / 9bar
••米・仏対応
••ワイドゲージが見やすい、米・仏 対
応のフロアーポンプ。

SHIELD LITE XL
2561A
2561B
2561C
2561D

ホワイト/ブラック
レッド/ブラック
ブルー/ブラック
グリーン/ブラック

¥900＋税

••材質：ポリプロピレン
••サイズ：330 ×100 × 0.7 mm
••重量：15g
••ロードバイクにピッタリなイージーフェンダー。
••不要な時は簡単に折りたためます。

CYCLOPミラー
¥1,900＋税

NEW

ホワイト/ブラック

••材質：ポリプロピレン
••サイズ：354 ×140 × 0.7 mm
••重量：24g
••対応ホイール径:26"～29"+,FAT
••MTBにピッタリなイージーフェンダー。
••不要な時は簡単に折りたためます。

DOOBACK 2
4770R(右用)
4770L(左用) NEW

¥1,800＋税

••カラー：ブラック
••ミラー : 56c㎡
••対応径 :φ16 - 22 mm
••重量：76g
••バーエンドに取り付け可能 な サ

Z EYE
4730

¥1,380＋税

••カラー：ブラック
••ミラー : 10c㎡
••重量：20g
••材質：樹脂
••ヘルメット装着タイプのミラー。

イドミラー。お 好 きな 角 度 に 調
整 可 能 で、使 わない 時 は 折り畳
めます。

PROFIL MAX
FP30 フロアポンプ

PROFIL MAX
PROFIL MAX
FP50 フロアポンプ FP60 フロアポンプ

0864

0865

0866

••カラー：レッド
••材質：スチール
••サイズ：660 mm
••重量：1300 g
••MAX : 160PSI / 11bar
••米・仏対応
••米・仏の切り替えがスイッチ一つで

••カラー：レッド
••材質：スチール
••サイズ：680 mm
••重量：1700 g
••MAX : 180PSI / 12bar
••米・仏対応
••米・仏の切り替えがスイッチ一つ

••カラー：ブラック
••材質：スチール
••サイズ：670 mm
••重量：1100 g
••MAX : 174PSI / 12bar
••米・仏対応
••米・仏の 切り替えがスイッチ一つ

￥４,00０＋税

簡単。

¥６,３５０＋税

で簡単。

¥6,800＋税

で簡単。

••ワイドゲージで目盛が読みやすい。 ••ワイドゲージ で目盛 が 読 みやす ••ワイド ゲー ジ で 目 盛 が 読 み や す
い。
※ 弊社在庫限り

い。

••木製ハンドルで握り心地も快適！

※ 展開イメージ

PROFIL MINI RG01
ミニフロアポンプ

TUBELESS TANK
チューブレスタイヤ用圧縮タンク

8700

¥4,300＋税

4300

••カラー：ブラック/ホワイト
••材質：アルミ/スチール
••サイズ：600 mm
••重量：215 g
••MAX : 145PSI / 10bar
••米・仏対応
••携帯用フロアポンプ。
••スチールベースのボディで安定性を確保。
••ゲージがホース内蔵の為、スッキリしたデザイン。

8405

••カラー：ブラック/シルバー
••材質：アルミ
••サイズ：230 mm
••重量：108 g
••MAX : 130PSI / 9bar
••米・仏対応
••短いストロークでも良く入る

••カラー：ブラック/シルバー
••材質：アルミ
••サイズ：230 mm
••重量：92 g
••MAX : 116PSI / 8bar
••米・仏対応
••コストパフォーマンスに優れた

¥1,850＋税

コンパクトな形態ポンプ

8420
8421
8422
8423
8424

1653
1654
1655

レッド

••サイズ：215mm
••内容量：550ml
••重量：135ｇ
••耐熱温度：80度
••保温時間 : 2.5 時間
••温かい 物から冷たい 物まで対応。シリコ

ン製のキャップは口当たりも良く、こぼれ
にくい構造になっています。

PIING

レッド

1060A
1060B

イエロー
マットブラック

NEW

1657
1658
1659

¥1,800＋税

シルバー
ブルー

ブルー
グリーン
レッド

¥1,980＋税

••サイズ：259mm
••内容量：750ml
••重量：165ｇ
••耐熱温度：80度
••保温時間 : 2.5 時間
••温かい 物から冷たい 物まで対応。シリコ

ン製のキャップは口当たりも良く、こぼれ
にくい構造になっています。

ブラック
シルバー

¥550＋税

••カラー：ブラック・シルバー
••対応径 :φ19 - 26.4 mm
••重量：21g
••工具不要で簡単に取り付け可能。

••材質：アルミ
••サイズ：165 mm
••重量：88 g
••MAX : 100PSI / 7bar
••米・仏対応
••フルアルミ製のマイクロポンプ。
••耐久性・耐腐食性に優れています。

Arctica Pro 75
インサレーションボトル

グリーン

¥4,200＋税

シルバー/レッド

ポンプ。
••フルアルミ製で耐久性・耐腐 食性に
優れています。

¥2,520＋税

Arctica Pro 55
インサレーションボトル
ブルー

0890

ブラック/シルバー

••カラー：ブラック/シルバー
••材質：アルミ
••サイズ：270 mm
••重量：235 g
••MAX : 360PSI / 25bar
••フルアルミ製で耐久性・軽量性・耐腐食性に
優れるサスペンション用ポンプ。

••360度回転するゲージで視認性に優れます。

AIR PROFIL MICRO
ミニポンプ

8400

NEW

8440
8441

••材質：アルミ
••サイズ：180 mm
••重量：105 g
••MAX : 116PSI / 8bar
••米・仏対応
••Z-ツインシス テムを 採 用した 携 帯

気に送り込まれ、チューブレスタイヤのビードを簡
単に上げることが出来ます。

AIR PROFIL
ミニポンプ

テレスコピックポンプ。

Z SHOCK
サスペンションポンプ

¥3,200＋税

¥9,800＋税
••カラー：ブラック
••材質：アルミ/樹脂
••重量：1600 g
••タンク容量 : 1L
••MAX : 230PSI / 16bar
••ブーストエアーシステムにより圧縮された空気が一

AIR PROFIL XL
ミニポンプ
¥2,470＋税

AIR PROFIL
FC02 ミニポンプ

NEW

Sense M65 レーサーボトル
155G
155H
155 I
155J

ブラック/ホワイト/グリーン
クリアー/ブラック/オレンジ
ネオンイエロー/ブラック/ホワイト
シアンブルー/ピンク/ホワイト

¥650＋税

••サイズ：193mm
••内容量：650ml
••重量：77ｇ
••材質：ポリプロピレン
••キャップ部分が柔らかく、口当たりの良い
レーサーボトル。

Z BOX L
7081

¥1,000＋税

••サイズ：250mm
••内容量：0.8 L
••重量：130g
••材質：ポリプロピレン
••サイズ調整が出来るツールボックス。
••中身が濡れずに安心です。

NEW

Sense M80 レーサーボトル
157G
157H
157 I
157J

ブラック/ホワイト/グリーン
クリアー/ブラック/オレンジ
ネオンイエロー/ブラック/ホワイト
シアンブルー/ピンク/ホワイト

¥780＋税

••サイズ：229mm
••内容量：800ml
••重量：83ｇ
••材質：ポリプロピレン
••キャップ部分が柔らかく、口当たりの良い
レーサーボトル。
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1760
ブラック/グリーン

1763
グレー/ブラック

1761
ブラック/ピンク

1762
ブラック/レッド

1764
1765
グレー/シアンブルー ダークブルー/オレンジ

1780
ブラック

1766
ブラック

1781
グレー

1785
グリーン

1786
ネオンイエロー

1782
ホワイト

1787
オレンジ

NEW

NEW

••材質：テクノポリマー/強化樹脂
••重量：24ｇ
••たった24gの超軽量ボトルケージ。エラストマー

••材質：テクノポリマー/強化樹脂
••重量：31ｇ
••2種類の素材を組み合わせたボトルケージ。
••振動吸収性と高いホールド力を両立しています。

Pulse A2
ボトルケージ
¥1,180＋税

PULSE FULL ALU
ボトルケージ

SPRING
ボトルケージ

1730
1731
1732

1215
1215W

ブラック
ホワイト

¥700＋税

••材質：アルミ

パイプ径 : 5 mm
••重量：40ｇ
••フルアルミ製ボトルケージ。
••軽量で耐久性・耐食性に優れています。

1784
シアンブルー

1788
ピンク

1789
レッド

Pulse B2
ボトルケージ
¥1,900＋税

樹脂によりボトルをしっかりとホールドします。

シルバー

1783
ブルー

ブラック
ホワイト

¥500＋税
••材質：樹脂
••重量：46ｇ
••柔軟性に優れた、低価格の
樹脂ボトルケージ。

WIIZ サイドマウント
ボトルケージ
1700
1700W

¥660＋税

ブラック
ホワイト

••材質：樹脂
••重量：65ｇ
••お好みで左右どちらからでもボトル
の抜き差しが出来ます。ななめ横か
ら取り出せる為、小さなフレームで
も安心して使えます。

クラシック
ボトルケージ

GIZMO UNIVERSAL
ボトルケージマウント

1720

1082

材質：シルバー クロム鋼
パイプ径 : φ4 mm

材質：樹脂

¥1,680＋税
重量：80ｇ

••レザーを巻きつけたクラシックな
ボトルケージ。

¥800＋税
重量：2 × 18 g
対応パイプ径 : φ15 - 75 mm
お好きな場所にボトルケージマウントを
取り付けられます。

サドルバック

※ 装着イメージ
（商品はカタログ掲載商品と異なります）

NEW

※ 装着イメージ

NEW

※ 装着イメージ

Z ADVENTURE R11

Z ADVENTURE R17

7001

7002

••カラー：ブラック
••サイズ：560 x 150 x 170 mm
••材質：TPU 420D
••容量：11L
••重量：520g
••最大重量 : 5kg
••大容量のサドルバッグ。防水素材を使用。

••カラー：ブラック
••サイズ：620 x 240 x 200 mm
••材質：TPU 420D
••容量：17L
••重量：620g
••最大重量 : 5kg
••大容量のサドルバッグ。防水素材を使用。

¥8,700＋税
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¥10,000＋税

※ 装着イメージ

IRON PACK M-DS

IRON PACK L-DS

IRON PACK XL-DS

7021

7031

7034

••カラー：ブラック
••サイズ：150 x 70 x 70 mm
••材質：EVAハードシェル
••容量：0.6L
••重量：95g
••防水ジッパー付のセミハードタイプの

••カラー：ブラック
••サイズ：160 x 85 x 90 mm
••材質：EVAハードシェル
••容量：0.8L
••重量：110g
••防水ジッパー 付のセミハードタイプの

••カラー：ブラック
••サイズ：190 x 95 x 110 mm
••材質：EVAハードシェル
••容量：2L
••重量：172 g
••防水ジッパー付のセミハードタイプの

••開口部が大きく取り出しやすい。
••リフレクトロゴ付き。

••開口部が大きく取り出しやすい。
••リフレクトロゴ付き。

¥2,100＋税

サドルバック。

¥2,400＋税

サドルバック。

¥2,700＋税

サドルバック。

••開口部が大きく取り出しやすい。
••リフレクトロゴ付き。

サドルバック

NEW

※ 装着イメージ

Z LIGHT PACK XS
7042

Z LIGHT PACK S

Z LIGHT PACK M

7040

7047

¥1,680＋税

¥1,480＋税

••カラー：ブラック
••サイズ：130 x 60 x 60 mm
••材質：ポリエステル
••容量：0.3L
••重量：34ｇ
••防水ジッパー付き
••マジックテープで簡単に取り付け出来る。
防水ジッパー、リフレクター付き。

サドルバッグ

••カラー：ブラック
••サイズ：140 x 70 x 65 mm
••材質：ポリエステル
••容量：0.5L
••重量：40ｇ
••防水ジッパー付き
••マジックテープで簡単に取り付け
られる超軽量サドルバッグ。

••リフレクトロゴ付き。

7023

¥1,100＋税

••カラー：ブラック
••サイズ：120 × 90 mm
••材質：ネオプレーン / ターポリン
••容量：0.22 L
••重量：25 g
••取付けが簡単な軽量サドルバック。

7048

7044

¥3,900＋税

••カラー：ブラック
••カラー：ブラック
••サイズ：155 x 70 x 70 mm
••サイズ：180 x 95 x 70 mm
••材質：ポリエステル
••材質：ポリエステル
••容量：0.6L
••容量：0.9L
••重量：65g
••重量：95ｇ
••防水素材使用
防水ジッパー付き
••
••マジックテープで簡単に取り付け出来る。 ••反射材付き
••雨でも安心の防水仕様。開口部が広く、
防水ジッパー、リフレクター付き。

••カラー：ブラック
••サイズ：175 x 80 x 100 mm ※ 装着イメージ
••材質：ポリエステル
••容量：1.2L
••重量：114g
••防水素材使用
••反射材付き
••雨でも安心の防水仕様。開口部が広く、

中身の出し入れが簡単です。

中身の出し入れが簡単です。

フレームバッグ

NEW

Z MICRO PACK

Z Dry Pack M

¥3,700＋税

¥1,900＋税

フロントバック

※ 装着イメージ

NEW

Z Dry Pack S

NEW

7051A

7051B

••カラー：ブラック
••サイズ：160 x 45 x 70 mm
••材質：TPU 420D
••容量：0.3L
••重量：90g
••ベロクロ式
••トライアスロン・ロードレース向けのフレ

••カラー：ブラック
••サイズ：220 x 60 x 90 mm
••材質：TPU 420D
••容量：0.5L
••重量：130g
••ベロクロ式
••トライアスロン・ロードレース向けのフレ

Z RACE M

Z RACE S

Z ADVENTURE F10
7000

¥5,000＋税

¥4,400＋税

¥6,800＋税

••カラー：ブラック/レッド
••サイズ：390 x 180 x 180 mm
••材質：PU 210D
••容量：10L
••重量：340g
••耐荷重量 : 4kg
••ハンドルに装着するフロントバッグ。

※ 装着イメージ

ームバッグ。マグネット式の開口部は、補給
食を簡単に取り出せます。

完全防水で中身を守ります。

※ 装着イメージ

NEW

ームバッグ。マグネット式の開口部は、補給
食を簡単に取り出せます。

フレームバック

シートポストキャリア

Z LIGHT FRONT PACK

Z CONSOLE PACK M

Z CONSOLE PACK L

Z FRAME PACK

※ 装着イメージ
RAIDER R30
シートポストキャリア

7041

7045

7046

7049

7540

••カラー：ブラック
••サイズ：140 x 35 x 95 mm
••材質：ポリエステル
••容量：0.5L
••重量：65g
••トップ チューブに 取り付 ける軽 量フロント

••カラー：ブラック
••サイズ：160 x 95 x 70 mm

••カラー：ブラック
••サイズ：180 x 95 x 110 mm

••カラー：ブラック
••サイズ：270 x 100 x 80 mm
••材質：ポリエステル
••容量：1.3L
••重量：125g
••トップチューブとシートチューブで

••カラー：ブラック
••サイズ：120 x 335 mm
••シートポスト径 : φ25.4 - 31.8 mm
••材質：アルミ
••重量：910g
••最大積載量：10kg
••軽量なオールアルミ製で、耐久性・耐腐食性に

※ 装着イメージ

¥1,600＋税

¥3,600＋税

最大ディスプレイサイズ
: 140 x 70 mm

••材質：ポリエステル
••容量：0.75L
バック。
••重量：120g
トレッキングやトライアスロンに最適です。
••
••スマホケースとフロントバックが1つに。
••レインカバー付で雨でも安心。

¥3,900＋税

最大ディスプレイサイズ
: 175 x 80 mm

••材質：ポリエステル
••容量：1.2L
••重量：150g
••スマホケースとフロントバックが1つに。
••レインカバー付で雨でも安心。

※ 装着イメージ

¥2,000＋税

固定するバック。

••横開きで物の出し入れが簡単。

¥6,200＋税

優れるリアキャリア。

••クイックレバーで簡単に装着出来ます。

キャリアバック

Z TRAVELER 40
7039C

¥6,500＋税

••カラー：ブラック
••サイズ：310 x 180 x 140 mm
••材質：ポリエステル
••容量：9L
••重量：450ｇ
••レインカバー付のリアキャリア用バック。
工具不要で簡単に取り付け出来ます

Z TRAVELER 60

Z TRAVELER 80

7039A

7039B

¥7,000＋税

••カラー：ブラック
••サイズ：320 x 180 x 220 mm
••材質：ポリエステル
••容量：20L
••重量：710g
••レインカバー付のリアキャリア用バック。
••工具不要で簡単に取り付け出来ます

¥9,000＋税
※ 装着イメージ

••カラー：ブラック
••サイズ：320 x 230 x 215 mm
••材質：ポリエステル
••容量：32L
••重量：1072g
••レインカバー付のリアキャリア用バック。
••工具不要で簡単に取り付け出来ます

※ 装着イメージ
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クリストフ
ナイロントゥーストラップ
515XL
5151

¥650＋税
••カラー：ブラック
••サイズ：440 mm
••材質：ナイロン
••重量：46 g

クリストフスチール
トゥークリップ
0506 S/M
0507 L/XL

¥1,800＋税

5161A
ブラック

5161B
ホワイト

5161D
ブルー

5161F
ダークブラウン

5161E
レッド

クリストフレザートゥーストラップ
¥1,100＋税

9354
9352
9360
9350

レッド

26" × 18 mm

9145
9153
9104
9154
9103

グレー

28" × 18 mm

ブルー

29" × 20 mm

13mm
17mm
22mm
17mm
22mm

Z-LEVERS
タイヤレバー3本セット

Z-LEVERS
タイヤレバー100本セット

1990A

1990B

••カラー：レッド
••サイズ：100 mm
••材質：テクノポリマー
••重量：11 g
••薄くかさばらない丈夫なタイヤレバー。
••爪が広く使いやすい。

••カラー：レッド
••サイズ：100 mm
••材質：テクノポリマー
••重量：11 g
••薄くかさばらない丈夫なタイヤレバー。
••爪が広く使いやすい。
••100本入のBOXセット。

4917B

￥7,800＋税
••カラー：ブラック
••サイズ：1130 mm
••材質：スチール
••重量：950 g
••衝撃やねじれにも負けない強力な

2m巻（ペア）￥600＋税
2m巻（ペア）￥600＋税
2m巻（ペア）￥600＋税
100m巻 ￥オープン
100m巻 ￥オープン

コットンバーテープ
9221 ホワイト
9225 ブラック

EMERGENCY KIT
1135C

￥800＋税

￥400＋税

••サイズ：2.75 m
••材質：コットン
••重量：15 g

••パッチ6枚・ヤスリ1枚が入ったゴム
のり要らずの緊急用パッチキット。

••専用ケース付。

※エンドプラグなし

2611 グレー

2614 シアンブルー

2612 レッド

2620 ブラック

2615 オレンジ

NEW

CRANK ARMOR M
￥1,000＋税

突起物から守ります。

K-TRAZ M12 Code
ダイヤル式チェーンロック

4919

4918

￥4,500＋税
••カラー：ブラック
••サイズ：800 mm
••材質：スチール
••重量：1250 g
••4ケタのお好きな番号をセットするだけ！
かない様、チェーンを保護しています。万一の紛 ••自転車が傷つかない 様、チェーンを 保護
失時にも安心の3本キー仕様。

9973

¥1,300＋税
••カラー：ブルー
••容量：1L
••ノズル付き
••すばやく汚れを
落とす非イオン
界面活性剤。

••グロス仕上げです。

2623 グリーン

••クランクに簡単に装着出来ます。

••サイズ：70 x 40 x 16 mm
••材質：樹脂
••重量：20 g
••丈夫で衝撃に強く、クランクの先端を突起物から守ります。
••クランクに簡単に装着出来ます。

K-TRAZ M14
チェーンロック

BIKE WASH

2622 レッド

••サイズ：52 x 42.5 x 17.5 mm
••材質：樹脂
••重量：18 g
••丈 夫で衝撃に強く、クランクの先端を

••カラー：ブラック
••サイズ：1200 mm
••材質：スチール
••重量：2000 g
••強力なダブルロックシステム採用。自転車が傷つ

ダブルロックシステムを採用。
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••カラー：ブラック
••材質：樹脂
••重量：128 g(S/M)/142 g(L/XL)

CRANK ARMOR XL
￥1,100＋税

￥4,600＋税

••自転車に装着可能です。
••キー紛失時に安心の3本付き。

リチウムグリス。

￥650＋税

2616 イエロー

￥オープン

K-TRAZ F16 L
ブレードロック

¥800＋税
••容量：150ml
••防水性と耐熱性のある

0451 S/M
0450 L/XL

••カラー：ホワイト
••材質：コットン
••チューブに優しいコットン製。
••高圧にも対応します

2613 グリーン

9605

0430 S/M
0431 L/XL

コットンリムテープ
ソフトリムテープ

2610 ブラック

PRO Ⅱ GREASE

クリストフ
ハーフトゥークリップ 45

¥650＋税
••カラー：ブラック
••材質：樹脂
••重量：104 g(S/M)/112 g(L/XL)
••MTB用

••サイズ：370 mm
••材質：レザー
••重量：68 g
••高品質で耐久性に優れるレザー製。
••使い込む程にフィット感が増します。

グレー
700C × 16 mm
••カラー：シルバー
••材質：スチール
¥500＋税
••重量：110 g(S/M)/120 g(L/XL)
••材質：PVC
••品質と耐久性を保証するクロムスチール製。 ••高圧対応の伸縮性に優れたリムフラップ。

￥400＋税

クリストフ
トゥークリップ 43

しています。

BIKE WASH
詰替用

BIKE BIO
DEGREASER

9973R

9982

••カラー：ブルー
••容量：1L
••ノズル無し

••カラー：グリーン
••容量：1L
••ノズル付き
••汚れを素早く落とすアル

¥1,100＋税

¥1,900＋税

カリ性ディグリーザー。

••環境にも優しい。

NEW

NEW

Extra Wet Lube

Extra Dry Wax 125

9613

9612

••容量：125 ml
••オールウェザー対応
••優れた耐久性を持つチェー

••容量：125 ml
••オールウェザー対応
••ドライブトレインをクリーンに保

¥1,300＋税

ンルブ。セラミックが チェ
ーン の 摩 擦 を 大 幅 に 低 減
します。

¥1,300＋税

つ耐腐食性に優れたドライワック
ス。チェーンに汚れが 付きにくく
なります。

BIKE BIO
ZB TWIST
DEGREASER クリーニングブラシ
詰替用
9982R

¥1,500＋税
••カラー：グリーン
••容量：1L
••ノズル無し

1194

¥800＋税

••サイズ：260 mm
••材質：ナイロン
••重量：109 g
••ダブル ヘッド 式のクリーニング
ブラシ。

ヴェロックス

HIGH GRIP 1.5
ハイグリップバーテープ
¥1,500＋税

••サイズ：1.9m × 30mm × 2.5mm
••材質：ポリイソプレン
••重量：98 g (ペア)
••エンドプラグ、テープ付
••抗菌仕様
••快適性向上の為に、厚さを2.5mmに改良し
ました。優れた振動吸収性を発揮し、強いグ
リップ力のあるバーテープです。

SOFT GRIP
ソフトグリップバーテープ
¥2,000＋税

••サイズ：1.9m × 30mm × 2.5mm
••材質：ポリウレタン
••重量：89 g (ペア)
••エンドプラグ、テープ付
••通気性と耐久性を兼ね備えた大人気のバーテ

1903年に創業したフランス・パリの老舗メーカー。
同社のバーテープブランド”Guidoline”は、
100種類以上もの製品を
生み出しています。
2013年、
代表作であるコットンバーテープは、
600,000mを超える生産量となりました。

VINTAGE 3.0
ヴィンテージバーテープ
¥2,600＋税

ブルー
G302K03

ブラック
G302K02

ホワイト
G302K01

••サイズ：2.0m × 30mm × 3.0mm
マロンブラウン
••材質：ポリイソプレン
G307K02
••重量：96 g (ペア)
••エンドプラグ、テープ付
••耐久性も兼ね備えた通気性のよいバーテープ。
••ヴィンテージ感溢れるカラーは、クラシックバイクにオススメです。

レッド
G302K04

イエロー
G302K05

グリーン
G302K06

ホワイト
G308K01

ブラック
G308K02

レッド
G308K04

TRESSOSTAR 90
コットンバーテープ
¥1,000＋税

••サイズ：2.6 m × 20 mm
ブラック
••材質：コットン
G900K01
••重量：34 g (ペア)
••エンドプラグは付属しません
••薄くても快適な、コットン100%の贅沢なバーテープです。
••ヴィンテージバイクとの相性もバッチリです。

ホワイト
G900K02

コルクバーエンドキャップ
V30CB02

¥800＋税
••木目調
••2個セット
••温かみのあるコルクと木を使ったプラグ。クラシックバイクにピッタリです。

ープ。振動吸収性にも優れており、カラーはマ
ット仕上です。
レザーブラウン
G308K07

ライトブルー
G308K08

チェレステグリーン
G308K16

NEW

PLASTADER 101
バーテープフィニッシュテープ
¥450＋税

VINTAGE LEATHER
SADDLE BAG
¥2,400＋税

••サイズ：8.0m × 20mm
••カラー：ブラック・ホワイト
••バーテープの端を留めるフィニッシュテープ
••ビニルテープのようにベタつかない

••サイズ：6cm × 13cm × 17cm
••素材：合成皮革
••重量：70 g
••ヴィンテージサドルに取付可能な

PLASTADER 101
バーテープフィニッシュテープ
業務用8本巻セット
￥オープン

レザーバッグ。

••インナーにはフェルトを使用し、

デリケートな物も安心して収納できます。
ブラック
※スポーツサドルには取付不可
VBAG0102

キャラメルブラウン
VBAG0117

マロンブラウン
VBAG0107

••カラー：ブラック・ホワイト

NEW

3D DOMING
バーエンドキャップ
¥500＋税

••2個セット
••お洒落なバーエンドキャップ。

アメリカ
V027K-US

ノースアイランド
V027K-NIR

モンドリアン
V027K-MON

イギリス
V027K-UK

フランス
V027K-FR

ファニーボーイ
V027K-EMO01

ブラック
G101K01

ホワイト
G101K02

イタリア
V027K-IT

カナダ
V027K_CAN

スイス
V027K-CH

フランドル
V027K-FL

ベルギー
V027K-BE

スペイン
V027K-ES

エンジェル&デーモン
V027K-EMOAD

ピンナップガール
V027K-VEL02

ビアンキヴェロックス
V027K-VEL01

REAR FENDER
¥900＋税

••サイズ：11cm × 35cm
••材質：ポリプロピレン
••重量：16 g
••サドルレールに簡単取付！ほとんどのロード、MTBサドルに

オレンジ
VMG0000

対応します。
••トレーニング中でも付けているのを忘れる程の軽さ。

ホワイト
VMG0001

ベルギー
VMG00BE

スイス
VMG00CH

イタリア
VMG00IT

フランス
VMGOOFR

アメリカ
VMG00US

カモフラージュ
VMGCAMO

ヴェロックス
VMGVELOX

モンドリアン
VMGMONDRIAN

ブラック
VMG0002

ブルー
VMG0003

レッド
VMG0004

オランダ
VMG00NL

イエロー
VMG0005

クリアー
VMG0008

イギリス
VMG00UK

NEW
フランドル
VMGFLANDERS

トライアングル
VMGTRIANGLE

ワールドカップ
VMGWORLDCUP
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モーガンブルー
MORGAN BLUE
（モーガンブルー）
は、
自転車競技の本場ヨーロッパ・ベルギーのケミカルブランドです。
本場ヨーロッパで20以上のプロチームに供給し、
その性能はレース現場のメカニックからも絶大な支持を受けています。

RACE OIL
レースオイル
¥1,400＋税

••容量：125ml
••オールウェザー対応の高品質レース向

けオイル。
••フリクションを低減し、スムーズな変速を
得ることができます。
••チェーン、変速機、その他可動部に使用し
てください。

SYN LUBE
シンルブ
¥1,400＋税

••容量：125ml
••荒天向けオイル。耐水性に優れた性能

を発揮する添加剤を含有し、降雨時な
どの荒天レースでも優れた性能を発
揮します。
••チェーン、変速機、その他可動部に使用
してください。

CARBON ASSEMBLY PASTE
カーボンアッセンブリーペースト
¥1,800＋税
••容量：100ml
••カーボンパーツの滑り止め用ペースト。
••特にカーボンシートピラーにおすすめです。

EXTRA DRY LUBE
エクストラドライルブ
¥1,400＋税

BIO BIKE OIL
バイオバイクオイル
¥1,400＋税

••容量：125ml
••容量：125ml
••シクロクロス・MTB向けオイル。薄い被膜を形成し、 ••環境にやさしい植物性オイルです。
水や汚れの付着を軽減します。
••ロードバイクをはじめ、すべての自転車に使
••チェーン、変速機、その他可動部に使用してください。 用可能です。
••チェーン、変 速 機、その 他可 動部に使 用して
ください。

COMPETITION CAMPA
GREASE
コンペティションカンパグリース
¥1,800＋税

••容量：200ml
••きわめて高い回転性能を得るためのグリスです。
••主にハブやボトムブラケットなど、高速回転する

CALCIUM GREASE
カルシウムグリース
¥1,500＋税

••容量：200ml
••カルシウムを含んだ汎用グリス。
••粘度が高く、防水性に優れています。
••ベアリングやスピンドルなどに適しています。

••天然ビタミンEとハーブエキスを加えたソフトなクリームです。
••乗車中に起こる皮膚とパンツとの摩擦を軽減し快適なロングライドを提供します。
••晴れの日、乾燥した天候時用
••遠征時の携帯に適した1回分の個包装パッケージ。

SOLID CHAMOIS CREAM
ソリッドシャモアクリーム
¥2,000＋税

••容量：200ml
••天然ビタミンEとハーブエキスを加えたソフトな
クリームです。

••乗車中に起こる皮膚とパンツとの摩擦を軽減し、
快適なロングライドを提供します。

••雨天時や発汗量多いシーズン用

••12mmスルーアクスル用
※アクスルは付属しません。

仕上げます。
※1000mlにはスプレーノズルが付属しています。
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BIKE WASH
バイクウォッシュ
¥1,800＋税

••容量：1000ml
••バイクの洗浄に水10Lに対し本品100mlを薄め
使用します。

います。

••チェーン、変 速 機、その 他可動部に使

AQUAPROOF PASTE
アクアプルーフペースト
¥2,600＋税

••容量：200ml
••防水性が高く、非常に高い粘度により金属パーツの
酸化を防ぎます。

••シートポストやボトムブラケット、ヘッドセットの
組付時に。

••女性用ソフトタイプのシャモアクリームです。
••オレイン酸やアーモンドオイルをベースに作られています。
••乗車中に起こる皮膚と摩擦を軽減し、快適なロングライドを提供します。
••遠征時の携帯に適した1回分の個包装パッケージ。

CHAIN KEEPER
THRU AXLE
チェーンキーパー
スルーアクスル
¥1,600＋税

••チェーンやスプロケットの洗浄に。
••使用後は洗い流し、乾燥後チェーンオイルで

イル。

••腐食防止のための添加剤を使用して

LADIES CHAMOIS CREAM
レディースシャモアクリーム
200ml
¥2,200＋税
1包/10ml ¥オープン
60包/BOX ¥オープン

CHAIN KEEPER
チェーンキーパー
¥900＋税

CHAIN CLEANER
チェーンクリーナー
容量：250ml ¥1,000＋税
容量：1000ml ¥2,000＋税

••容量：125ml
••すべての自転車に使 用可能な万能オ

用してください。

ベアリング部などに適しています。

SOFT CHAMOIS CREAM
ソフトシャモアクリーム
200ml
¥1,900＋税
1包/10ml ¥オープン
80包/BOX ¥オープン

BIKE OIL
バイクオイル
¥1,300＋税

••特に塗装面の洗浄、保護に優れます。
••予め泥や砂などを洗い流してからご使用ください。
••洗浄後は水で洗い流します。

CHAIN BRUSH
チェーンブラシ
¥800＋税

WHEEL BRUSH
ホイールブラシ
¥1,400＋税

CASETTE BRUSH
カセットブラシ
¥1,400＋税

1980年創業の同社は、
主にステムやハンドル、
シートポストを製造しています。
ヨーロッパや
北米、
中南米や中東・東南アジア・北東アジアと、
グローバルな展開を行っています。
カロイ

ウノ

アルミドロップバー

アルミドロップバー

HB-CR21

HB-CR22

¥2,760＋税

ブラック

••カラー：ブラック
••サイズ：360・380・400ｍｍ(芯⇔芯）

アルミフラットバー

¥4,485＋税
¥5,175＋税 ※ 弊社在庫限り

ホワイト
••カラー：ブラック・ホワイト
••サイズ：360,380,400,420mm(芯⇔芯）

クランプ径 : φ26.0mm
リーチ：75mm
ドロップ：120mm
••材質：アルミ
••重量：380g
••ショートリーチのハンドルバー

クランプ径 : φ31.8mm
リーチ：70mm
ドロップ：120mm
••材質：アルミ
重量：270g
••
••ダブルバテッドの軽量仕様。
••ASA-105ステムとの組み合わせがオススメです。

HB-FB12

ブラック・シルバー
レッド・ブルー・ゴールド

¥1,610＋税
¥1,725＋税
¥2,070＋税

アルミフラットバー
HB-FB12

¥2,200＋税

ホワイト
••カラー：ブラック・シルバー・レッド・ブルー

••カラー：シルバー・ブラック
••サイズ：580 mm

ゴールド・ホワイト
••サイズ：560 mm
クランプ径 : φ25.4mm
角度: 5°
材質：アルミ
••
••重量：167g
••お好きなカラーを楽しめるアルミ製フラットバー

クランプ径 : φ31.8mm
角度: 5°
••材質：アルミ
重量：233g
••
••ロングセラーのフラットバーに待望の
31.8mmクランプサイズが追加。

ブロックステム
ASM03

¥2,960＋税

ロードステム

••カラー：ブラック
••サイズ：35,45,55 mm

クランプ径 : φ31.8mm
コラム径 : オーバーサイズ
アングル：0度
••重量：125g(45mm)
••短いのが欲しい。そんな要望に応える
新型ステム

ロードステム

ASｰ008

¥3,335＋税
••カラー：ブラック
••サイズ：70･80･90･100・110・120mm
クランプ径 : φ26.0mm
コラム径 : オーバーサイズ
••重量：137g(80mm)
••付属のシムで1インチ対応
••26.0mmクランプのロード向きステム

ASA-105

¥5,865＋税
¥5,290＋税

ブラック
••カラー：ホワイト・ブラック
••サイズ：60,70,80,90,100,110,120 mm
クランプ径 : φ31.8mm
コラム径 : オーバーサイズ
アングル：7度
••材質：アルミ
••重量：90g(110mm)
••31.8mmクランプの軽量ロード向きステム。
••HB-CR22との組み合わせがオススメです。
※ダブルバテッドバー専用

ASｰ007N

¥3,680＋税
••カラー：ホワイト・レッド
••サイズ：60,70,80,90,100,110 mm

¥2,990＋税

••カラー：ブラック・シルバー
••サイズ：60,70,80,90,100,110 mm

クランプ径 : φ31.8mm
コラム径 : オーバーサイズ
アングル：7度
••重量：139g(100mm)
••ダブルバテッドバー以外にも対応します
••31.8mmクランプのロード向きステム
※ 弊社在庫限り

軽量ロードステム
ホワイト

ロードステム

ASｰ007N

クランプ径 : φ31.8mm
コラム径 : オーバーサイズ
アングル：7度
重量：
139g(100mm)
••
••ダブルバテッドバー以外にも対応します
••31.8mmクランプのロード向きステム

MTBステム

可変ステム

ASｰ158

AS-820

¥2,990＋税
••カラー：ブラック・シルバー
••サイズ：クランプ径 : φ25.4mm 90・110mm

¥2,990＋税

コラムシム

••カラー：ブラック・シルバー
••サイズ：60,75,90,105 mm

BH-002

¥264＋税
••カラー：シルバー
••材質：アルミ
••AS-820を1インチフォークに取り

クランプ径 : φ31.8mm 95・110ｍｍ
コラム径 : オーバーサイズ
調整角度：0～60°
••材質：アルミ
••重量：270g
••お好みの角度に変えられるアジャストステム。
ポジション出しにも便利です。

付ける為のコラムシム
※ AS-820専用

クランプ径 : φ25.4mm
コラム径 : オーバーサイズ
アングル：7度
••材質：アルミ
••重量：171g(105mm)
••25.4mmクランプのMTB向けステム

シートピラー

ＭＴＢシートピラー

SP-613N

SPｰ248-D

••カラー：ホワイト・ブラック
••サイズ：300mm

••カラー：シルバー・ブラック
••サイズ：350mm

¥4,232＋税

¥2,530＋税

ピラー径 : φ27.0mm（ホワイトのみ）
φ27.2mm
φ31.6mm
オフセット：20mm
••材質：アルミ
••重量：250g
••グラフィックがオシャレなシートピラー
※ブラックは弊社在庫限り

シルバー：ピラー径
φ25.4mm/φ26.2mm/φ26.4mm
φ26.6mm/φ26.8mm/φ27.0mm
φ27.2mm/φ28.6mm/φ29.2mm
φ29.6mm/φ30.9mm/φ31.6mm
ブラック：ピラー径
φ25.4mm/φ27.2mm/φ28.6mm
φ30.9mm/φ31.6mm
オフセット：25mm
••材質：アルミ
••重量：290g (φ27.2mm)
••サイズ展開も多い、リーズナブルなシートピラー

バーエンド
BE-304

ブラック

¥3,162＋税
¥3,680＋税

ホワイト
••カラー：ブラック・ホワイト
••材質：アルミ
••重量：75g
••エルゴデザインが美しいショート
タイプのバーエンド

ロードシートピラー

ＭＴＢシートピラー

SPｰ248-S

SPｰ374

••カラー：シルバー・ブラック
••サイズ：250mm

••カラー：シルバー・ブラック
••サイズ：350mm

¥2,530＋税

¥3,047＋税

ピラー径 : φ27.2mm
オフセット：25mm
••材質：アルミ
重量：268g
••
••リーズナブルなシートピラー

ピラー径 : φ27.2mm
オフセット：30mm
••材質：アルミ
重量：272g
••
••シンプルなシートピラー
※ 弊社在庫限り

シートクランプ

シートクランプ

SC-100

XTB-N

シルバー・ブラック・ゴールド
ホワイト・レッド •
••カラー：シルバー・ブラック
••クランプ径 :φ31.8mm

￥575＋税
• ￥805＋税

φ34.9mm（シルバー・ブラックのみ）

••材質：アルミ
••アーレンキ締めのシートクランプ

¥920＋税

••カラー：シルバー・ブラック
••クランプ径：φ31.8mm
φ34.9mm

••材質：アルミ

工具不要のクイック締め

ダブルシートクランプ
GC-01

¥2,185＋税

••クランプ径：φ31.8mm（φ27.2mmピラー用）

φ34.9mm（φ31.6mmピラー用）

••材質：アルミ
••Wクランプにより少ないトルクで確実な締め付
けが可能。

••カーボンピラーに最適です。
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トリゴン
B

C

ロードフレーム

13

RQC-828

¥199,500＋税

35
5

A1
A

••カラー：ブラック/ホワイト
••サイズ：S・M・L
••重量：1,180ｇ（フレーム/フォーク）Ｓサイズ
••TRIGON最高級グレードの軽量モノコックカーボンフレーム
••Fフォークにもカーボンエンド付のRC-31（320g）を採用
••付属品：ヘッドセット

※ 弊社在庫限り

RC

TRIGON ロードフレーム

FC

サイズ単位：mm

サイズ

A

A1

B

C

D

FC

RC

a

b

S(490)

490

445

545

120

70

587.4

405

72

75.5

M(520)

520

475

560

145

70

594

405

72.5

75.5

L(550)

550

505

575

170

70

604.2

405

72.5

75.5

45

D

b

a

カーボン フリーライドバー

ハンドルバー

HB-102

RB-120

¥15,295＋税

¥26,450＋税

••サイズ：幅620mm

••サイズ：400・420mm（外⇔外）

φ25.4mmクランプ

φ31.8mm
••重量：198g

••重量：160g

カーボンスペーサー
HW-02

¥2,185＋税

••サイズインテグラヘッド対応

カーボンロードステム
HS-103

カーボンロードステム

カーボンバーエンド

カーボンバーエンド

カーボン
コンピュターマウント

HSA-01

BE-101A

BE-103

RB-108-3

••サイズ：φ31.8mmクランプ

••重量：98g
••ストレートタイプ

••重量：100g
••エルゴノミックタイプ

••サイズ：φ31.8mmハンドルバー用

¥12,075＋税

¥14,030＋税

100mm
••重量：160g (110mm)
※ 弊社在庫限り

80・90･100mm
••重量：100g (90mm)

••サイズ：φ26mmクランプ

¥6,900＋税

カーボンサドル

カーボンサドル

VCS-03W

VCS-03

カラー：ホワイト

••カラー：ブラック
••重量：95g
••カーボンレール

¥21,000＋税

¥18,000＋税

••重量：95g
••カーボンレール

ピスト
カーボンフォーク
RC-25T

¥40,250＋税
••サイズ：OVサイズ

オフセット38ｍｍ
••コラム：カーボン
重量：400g
••
••本格的なプロモデル
••公道では使用できません

¥5,750＋税

¥9,200＋税

カーボンピラー対応

カーボン
ボトルケージ

シートクランプ
SC-06

BC-03

¥1,380＋税

¥7,820＋税

••サイズ：φ34.9mm
••インナープロテクターを使用した

••重量：28g

カーボンピラー用のシートクランプ

カーボンフォーク

カーボンフォーク

カーボンフォーク

RC-26

RC-0３X

RC-05

••サイズ：OVサイズ

••サイズ：OVサイズ

¥40,250＋税
オフセット44ｍｍ
••コラム：カーボン
••重量：380g
••フォークブレードにエアロ
フィンデザインを採用した
軽量モデル
••マークはNEWマークに
なります

¥22,770＋税
オフセット43mm
••コラム：アルミ
••重量：520g
••スレッドレスヘッド対応の
スタンダードモデル

¥21,620＋税
••サイズ：OVサイズ

オフセット43ｍｍ

••コラム：アルミ
••重量：500g
••インテグラヘッド対応の
スタンダードモデル

カーボンシートピラー
SP-138

¥19,205＋税

••サイズ：φ31.6mm-300mm
••重量：190g
••肉抜きを施した軽量ピラー
SATORIは、40年近く業界に携わってきた台湾の
老舗ブランドです。
SATORIは、
日本の仏教の言葉「悟り」
から来て
います。
常に創造的かつ実践的なアイデアを求め開発し
ています。

NEW

カーボンモノコック
シートピラー

ロードシートピラー

SP-110

SP-C207

¥18,630＋税
カーボンモノコック
シートピラー
SP-103

¥16,675＋税

••サイズ：φ27.2mm-300mm
••重量：190g
••エボリューションクランプを
採用した軽量ピラー

••サイズ：φ27.2mm-300mm
••重量：180g
••ハイモデュールカーボン使用
軽量ピラー

SP-110A

¥18,630＋税

••サイズ：φ31.6mm-300mm
••重量：200g
••ハイモデュールカーボン使用
軽量ピラー
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カーボンシートピラー
SP-107

¥11,500＋税

••サイズ：φ27.2mm-300mm
••重量：200g
••コストパーフォマンスに優れた
軽量ピラー

¥2,400 ＋税

••カラー：シルバー・ブラック
••サイズ：250mm

ピラー径 : φ27.2mm
350mm
ピラー径 : φ25.4mm/φ27.2mm/φ28.6mm
オフセット：16mm
••材質：アルミ
••重量：324g（350mm x φ27.2mm）

イベラ

1981年創業の同社は、
自転車用のキックスタンド、
キャリア、
ワークスタンドやアクセサリーを製造しています。
常にお客様の多様なニーズや要望を満たす為に、技術やノウハウを生かして新製品の開発に力を注いでいます。

フォンケース

フォンウォレット

IB-PB17-Q5(ステム取付用)

IB-PB22-Q5(ステム取付用)

¥3,800＋税

¥3,800＋税

IB-PB17-Q6(ハンドルバー取付用) IB-PB22-Q6(ハンドルバー取付用)
¥3,800＋税
¥4,400＋税
••カラー：ブラック
••カラー：ブラック
••サイズ：H168 × W90 × D14 mm
••サイズ：H143 × W73 × D12 mm
••材質：EVA
••材質：PVC
••重量：50g
••重量：79g
••ディスプレイサイズ5-6.3インチのスマート ••ディスプレイサイズ4-5インチのスマート
フォン対応

フォンウォレット

アシャスタブル フォンホルダー

IB-PB23-Q5(ステム取付用)

IB-PB26-Q5(ステム取付用)

IB-PB23-Q6(ハンドルバー取付用)
¥4,600＋税
••カラー：ブラック
••サイズ：H158 × W82 × D12 mm
••材質：PVC
••重量：92g
••ディスプレイサイズ5-5.8インチのスマート

IB-PB26-Q6(ハンドルバー取付用)

¥4,200＋税

フォン対応

フォン対応

ステムクランプ取付け時

¥1,780＋税
¥1,880＋税

••カラー：ブラック/ホワイト
••サイズ：最大 : H163 × W82 × D9 mm
最小 : H129 × W67 × D7 mm

••材質：ナイロン / TPE
••ディスプレイサイズ4.3-5.8インチのスマート
フォン対応

••充電ケーブルポート有
••小物収納ポケット付スマートフォンバッグ。 ••小物収納ポケット付スマートフォンバッグ。 ••ディスプレイサイズに合わせて調整可能な
スマートフォンホルダー。
••お金やカード等、財布代わりとしても
••タッチ操作が出来るスマートフォンバッグ。 ••お金やカード等、財布代わりとしても
しっかりと固定出来ます。
使えます。
使えます。
••ストラップで簡単に装着できます。

バークランプ取付け時

NEW

ステムクランプ

バークランプ

トップチューブバッグ

Q5

Q6

IB-TB8

••カラー：ブラック
••重量：45g
••角度調整可能
••IBERA製フォンケース専用

••カラー：ブラック
••ハンドル対応径：

••カラー：ブラック
••サイズ：H18 × W9 × D9 cm
••材質：防水1680Dナイロン
••重量：134g
••耐荷重：2.0 kg
••容量：1.1Ｌ
••ディスプレイサイズ5～6インチの

¥950＋税

マウント。ステム取付時に
交換して下さい。

¥1,100＋税
φ22.2～φ31.8mm
••重量：80g
••角度調整可能
••IBERA製フォンケース
専用マウント。
ハンドルバー取付時に交換して
下さい。

¥3,300＋税

スマートフォン対応

ウォータープルーフ
トップチューブミニパニア トップチューブバッグ
IB-TB11

IB-TB15

••カラー：ブラック
••サイズ：H16 × W9 × D12 cm
••材質：防水1680Dナイロン
••重量：187g
••耐荷重：1.5 kg
••容量：1Ｌ
••ディスプレイサイズ5～6インチの

••カラー：ブラック
••サイズ：H18 × W9 × D9 cm
••材質：防水420Dナイロン
••重量：203g
••耐荷重：2.0 kg
••容量：1.1Ｌ
••ディスプレイサイズ5～6インチのスマートフォン対応
••スマホを入れるスペースのついた防水トップチューブバッグ

¥5,000＋税

スマートフォン対応

••スマートフォンだけでなく、小物も収納で ••スマートフォンも入るサイドポケット付き
きる、マルチフロントバッグ。ストラップ
で簡単に装着できます。

¥6,200＋税

フロントバッグ。ストラップで簡単に
装着できます。

※1個単位での販売となります

NEW

ウォータープルーフ
シートバッグ
IB-SB19

NEW

ウォータープルーフ
ハンドルバッグ
IB-HB5

¥10,500＋税

NEW
ウォータープルーフ・パニア
IB-BA20

¥12,000＋税（1個）

••カラー：ブラック・オレンジ
••サイズ：H32 × W18 × D35 cm
••材質：ポリエステル
••重量：約1004g
••容量：15Ｌ
••00D防水シート採用
••耐水性ジッパー
••反射材付き
••ツーリングに最適な耐水性に優れたパニア。

••カラー：ブラック
••サイズ：H23.5 × W16 × D18.5 cm
••材質：ナイロン
••重量：805g
••容量：容量4.2L
••クランプ径：22.2～31.8mmまで対応
••ショルダーストラップ、反射材付き
••簡単に取付け取外しができる
防水ハンドルバッグ。

¥4,700＋税

••カラー：ブラック
••サイズ：H18 × W9 × D8 cm
••材質：ナイロン
••重量：136g
••容量：容量1L
••セミリジッド構造
••テールライトハンガー、反射材付き
••防水性能に優れたサドルバッグ。

アジャスタブル
バイクスタンド

アジャスタブル
バイクスタンド

IB-ST10

IB-ST11

••カラー：ブラック
••重量：1.52kg
••20-29インチまで対応
••チェーンステーホルダーの幅が調節可能
••頑丈で安定感のあるバイクスタンド

••カラー：ブラック
••重量：2.05kg
••20-29インチまで対応
••簡単に折り畳み可能
••ディスクブレーキ干渉しにくい設計
••様々な車体で使用できるバイクスタンド

¥4,800＋税

¥5,600＋税

アジャスタブルボトルケージ
IB-BC17

¥1,100＋税

••カラー：ブラック・レッド・ホワイト
••ボトル径φ60-73mmまで対応
••材質：ポリカーボネート
••重量：70ｇ
••丈夫なポリカーボネート製。
••ダイアルを回すとサイズ調整が出来ます。
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ウェルゴ

1980年に設立された同社は、
自転車用ペダルの製造に特化しており、高品質で万全のアフターサービスを提供する事を経営理念
としています。
デザイン性や機能性等、
あらゆる品質を高める為に数々の研究開発を行っており、70以上もの特許を取得しています。

ROAD

アルミペダル

アルミペダル

LU-C16

¥6,095＋税

WR-1

••カラー：ブルー・ブラック・シルバー・レッド

¥6,877＋税

※ ホワイトは弊社在庫限り

ゴールド・ブロンズ・グレー

※ 弊社在庫限り

••カラー：ブラック・シルバー・ホワイト
••サイズ：93x61.5x22 mm
••材質：アルミ
••重量：223g（ペア）
••ポリマーベアリング/シールドベアリング
••両面踏み
••CNC仕上げの軽量アルミワンピースロードペダル

••サイズ：92.9x61.5x22 mm
••材質：アルミ
••重量：280g（ペア）
••ポリマーベアリング/シールドベアリング
••両面踏み
••シールドベアリングを使用したアルミロードペダル
※ ゴールド、
ブロンズは弊社在庫限り

※ 弊社在庫限り

アルミペダル

ロード樹脂ペダル

LU-962

R-198

¥2,070＋税

••カラー：シルバー
••サイズ：98.3x64.9x26.2 mm
••材質：アルミ
••重量：366g（ペア）
••ボールベアリング
••両面踏み
••入門ロードバイク向き

¥900＋税
••カラー：ブラック
••サイズ：90.9x96.9x22.5 mm
••材質：樹脂
••重量：304g（ペア）
••ポリマーベアリング
••片面踏み
••樹脂製エントリーロード向けペダル

アルミペダル

アルミペダル

R-025

LU-908

••カラー：ゴールド
••材質：アルミ
••重量：238g（ペア）
••片面踏み

••カラー：シルバー・ブラック
••重量：366g（ペア）
••片面踏み
••入門ロードバイク向き

¥4,887＋税

¥2,415＋税

※ 弊社在庫限り

※ 弊社在庫限り

CROSS

チタンシャフトペダル
C-260

ブラック

¥20,000＋税
¥20,600＋税

ポリッシュ
••カラー：ブラック・ポリッシュ
••サイズ：100x82x24 mm
••材質：アルミ
••重量：194g（ペア）
••ポリマーベアリング/シールドベアリング
••両面踏み
••チタンシャフトを採用した最軽量ペダル

アルミペダル

樹脂ペダル

B-299DU

B-311

••カラー：レッド・ブラック
••サイズ：109x105x23.8 mm
••材質：アルミ
••重量：380g（ペア）
••ポリマーベアリング
••両面踏み
••DUベアリング採用で驚きの回転の軽さを実現

••カラー：ブラック・ホワイト
••サイズ：108x108x21mm
••材質：プラスチック
••重量：302g（ペア）
••ポリマーベアリング/シールドベアリング
••両面踏み
••ピン+ナット構成で変形しにくい

¥7,700＋税

¥4,400＋税

アルミペダル

アルミペダル

LU-C27G

LU-C27G-LTD

••カラー：ブラック／シルバー
••サイズ：101.5x63.3x23.3 mm
••材質：アルミ
••重量：270g（ペア）
••ボールベアリング
••両面踏み
••オールラウンドに使えるオールアルミ製

••カラー：ブラック/ブルー・ブラック/レッド・ブラック/イエロー
••サイズ：101.5x63.3x23.3 mm
••材質：アルミ
••重量：270g（ペア）
••ボールベアリング
••両面踏み
••オールラウンドに使えるオールアルミ製

¥3,657＋税

¥4,232＋税

CITY

REFLECTOR
アルミペダル

アルミペダル

LU-T11

LU-975

••カラー：シルバー
••サイズ：93.5x73.4x26.1 mm
••材質：アルミ
••重量：448g（ペア）
••ボールベアリング
••両面踏み
••シティースポーツに最適な滑りにくいラバー付

••カラー：シルバー
••サイズ：103x71.5x31 mm
••材質：アルミ
••重量：464g（ペア）
••ボールベアリング
••両面踏み
••シティースポーツに最適な滑りにくいラバー付

¥2,070＋税
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¥2,242＋税

ペダルリフレクター
¥オープン
••材質：樹脂
••重量：42g
••一台分（4ヶセット）
••ナット止めタイプのペダル用
リフレクター

MTB

アルミペダル

アルミペダル

M194

M-21

¥7,900＋税

ホワイト

¥3,105＋税
¥2,875＋税
¥2,760＋税

••カラー：アップルグリーン・シルバー

レッド・ブルー

••サイズ：100x99.3x23 mm
••材質：アルミ
••重量：243g（ペア）
••ポリマーベアリング/シールドベアリング
••両面踏み
••薄型CNC仕上げのアルミMTBペダル。
••ピン付きで滑りにくい！

シルバー・ブラック
••カラー：ブラック・シルバー・ブルー・レッド・ホワイト
••サイズ：100.7x63x24 mm
••材質：アルミ
••重量：238g（ペア）
••ボールベアリング
••片面踏み
••薄型MTBペダル

ブラック・ブルー・レッド

NEW

樹脂ペダル

樹脂ペダル

B-223N

B-107N

¥2,100＋税

ブラック

••カラー：アーミーグリーン・ブラック・レッド
••サイズ：111x100x27 mm
••材質：樹脂
••重量：340g（ペア）
••ボールベアリング
••両面踏み
••グラスファイバーを使用した樹脂ペダル

¥1,610＋税

レッド
¥1,897＋税
••カラー：ブラック・レッド
••サイズ：112x102.4x28.4 mm
B-107取り付けアダプター
••材質：グラスファイバー
￥オープン
••重量：386g（ペア）
••B-107N・B-107Pにトゥークリップを
••ボールベアリング
取り付けるためのアダプター
••両面踏み
••グラスファイバーを使用した樹脂ペダル ※ 弊社在庫限り

MTBルックペダル

樹脂ペダル

マグネシウムペダル

M-085

LU-895

MG-1

••カラー：ブラック
••サイズ：99x63x24 mm
••材質：樹脂/鉄
••重量：271g（ペア）
••ボールベアリング
••片面踏み
••樹脂ボディと鉄ケージのハイブリッド

••カラー：ブラック
••サイズ：104.5x77.9x31.5 mm
••材質：樹脂
••重量：298g（ペア）
••ボールベアリング
••片面踏み
••樹脂製のマウンテンルック用ペダル

••カラー：ブラック
••重量：376g（ペア）
••マグネシウムボディにシールドベアリングを

¥1,794＋税

¥1,035＋税

MTBペダル

¥10,350＋税

使用した高級モデル

••両面踏み

※ 弊社在庫限り

アルミペダル

アルミペダル

M-224G

LU-C19

••カラー：グリーン・ブルー・シルバー
••重量：325g（ペア）
••オールアルミのオールラウンドペダル
••ペイントカラーで自転車をお手軽カスタマイズ
••両面踏み

••カラー：シルバー
••重量：292g（ペア）
••シールドベアリングを使用した、

¥3,220＋税

¥5,750＋税

トレッキングバイク向き

••両面踏み

※ 弊社在庫限り

※ 弊社在庫限り

QRD (Quick Release Device) ワンタッチでペダルを取り外し出来るQRDは、輪行時にも便利です。工具不要で簡単です。
取り外し例

アルミペダル

ロード用

アルミペダル

MTB用

アルミペダル

クロスバイク用

アルミペダル クロスバイク用

WR-1QRD

M-111QRD

C-27GQRD

C-089QRD

••カラー：ブラック・シルバー
••サイズ：93x61.5x22 mm
••材質：アルミ
••重量：301g（ペア）
••ポリマーベアリング/シールドベアリング
••両面踏み

••カラー：シルバー
••サイズ：99x61x18 mm
••材質：アルミ
••重量：340g（ペア）
••ポリマーベアリング/シールドベアリング
••両面踏み

••カラー：ブラック/シルバー
••サイズ：101.5x63.3x23.3 mm
••材質：アルミ
••重量：381g（ペア）
••ボールベアリング
••両面踏み

••カラー：シルバー
••サイズ：86.7x63.2x20 mm
••材質：アルミ
••重量：315g（ペア）
••ポリマーベアリング/シールドベ

¥9,000＋税

¥7,820＋税

¥5,520＋税

¥4,945＋税

アリング

••両面踏み

CLIP & STRAP
ハーフクリップ

トゥークリップ

ロード用トゥークリップ

MT-10

MT-12

RP-1

ナイロンストラップ（２本入）

••カラー：ブラック
••材質：樹脂
••重量：110g
••樹脂製のMTB用ハーフ

••カラー：ブラック
••材質：樹脂
••重量：90g
••樹脂製のMTB用トゥークリップ

••カラー：ブラック
••サイズ：M / L
••材質：樹脂
••重量：47g(L)
••樹脂製のロード用トゥークリップ

¥517＋税
••カラー：ブラック
••材質：ナイロン
••重量：42g
••ナイロン製トゥークリップストラップ

¥575＋税

クリップ

¥690＋税

¥575＋税

W-2
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アリゲーター

1976年に創業した同社は、
その革新的なデザインと数々の研究成果によって15以上もの特許を取得しています。
世界有数のケーブルメーカーであり、
自転車用ケーブルのパイオニアとなっています。

4mm真鍮
アウターキャップ

5mm真鍮
アウターキャップ

4mm樹脂
アウターキャップ

4mm樹脂シールド
アウターキャップ

5mmノーズ付きアルミ
アウターキャップ

LY-HPB13-1

LY-HPB07

LY-HPP02

LY-HPPS01

LY-HPA08

••材質：真鍮
••200個入りボトル

••材質：真鍮
••150個入りボトル

••材質：樹脂
••150個入りボトル

••材質：樹脂
••150個入りボトル

••材質：アルミ
••40個入りボトル

￥3,680＋税

¥1,610＋税

¥7,820＋税

¥1,932＋税

シフト用
インナーキャップ

ブレーキ用
インナーキャップ

シフト用
Oリングオクタゴン

LY-IPA01

LY-IPA03

LY-IPR04

••500個入りボトル

••500個入りボトル

••200個入りボトル

¥2,415＋税

¥2,415＋税

¥4,600＋税

¥3,220＋税

ブレーキ用
Oリングオクタゴン
LY-IPR08

ワイヤーカッター
LY-T06

¥6,900＋税

••プロ仕様の本格モデル
••ワイヤーをカット後にチューブライナーを

¥4,600＋税

貫通させる便利な機能付き
※ 弊社在庫限り

••200個入りボトル

スペリオール
シャインシフトワイヤー

スペリオール
シャインブレーキワイヤー

LY-S31SSSG20

LY-B31SSSG20

¥897＋税

¥920＋税
••サイズ：1.5×2,000mm
••ロード・MTBに対応した両エンドタイプ
••カットの際にもほつれにくい、31本ものワイヤーを編みこんだプレミアムワイヤー。

••サイズ：1.1×2,000mm
••カットの際にもほつれにくい、31本ものワイヤーを編みこんだプレミ
アムワイヤー。伸びにも強く丈夫です。

伸びにも強く丈夫です。

P.T.F.E コーティングシフト
ワイヤー

P.T.F.E コーティングブレーキ
ワイヤー

LY-SSTPT20

LY-BSTPT20

¥839＋税

¥874＋税
••サイズ：1.6×2,000mm
••ロード・MTBに対応した両エンドタイプ
••フッ素樹脂のコーティング(P.T.F.E)を施した、

••サイズ：1.2×2,000mm
••フッ素樹脂のコーティング(P.T.F.E)を施
した、より摩擦の少ないスムーズなワイ
ヤーです。

より摩擦の少ないスムーズなワイヤーです。

スリックステンレスシフト
ワイヤー

スリックステンレスブレーキ
ワイヤー

LY-SSTSK20

LY-BSTSK20

¥437＋税

¥460＋税
••サイズ：1.5×2,000mm
••ロード・MTBに対応した両エンドタイプ
••表面を研磨加工した、ローフリクションワイ

••サイズ：1.1×2,000mm
••表面を研磨加工した、ローフリクション
ワイヤーです。

ヤーです。

ロード用スリックステンレス
ブレーキインナーBOX

MTB用スリックステンレス
ブレーキインナーBOX

スリックステンレス
シフトインナーBOX(シマノ用)

LY-BSTSK６１０１６２０

LY-BSTSK761620

LY-SSTSK43520

••サイズ：1.6×2,000mm
••100本入り

••サイズ：1.6×2,000mm
••100本入り

¥22,482＋税

ブレーキ用
カラーアウターBOX

¥20,677＋税
••サイズ：1.2×2,000mm
••100本入り

¥22,482＋税

NEW

LY-220

¥3,438＋税

••5mmｘ30m
••カラー：ブルー・ピンク・レッド

オレンジ・イエロー・グリーン
ホワイト・グレー・ブラック

シフト用
カラーアウターBOX
LY-166

¥5,290＋税

LY-220

¥4,500＋税

••カラー：ゼブラクロス

LY-220

¥4,500＋税

••カラー：カーボンルック ••Vブレーキ対応の

••4mmｘ30m
••カラー：ブルー・ピンク・レッド・オレンジ・イエロー

※ 写真はイメージです

MTB用
ロード用
ロード用
Vブレーキシュー ブレーキシュー カートリッジ
ブレーキシュー
VB-610
RD-320
¥747＋税
¥690＋税
RD-300H
・50mm
••72mm
¥1,322＋税
ロングパット仕様。

••55mm
••シマノ対応

グリーン・ホワイト・グレー・ブラック

アルミリム用
ブレーキシュー

アルミリム用
ブレーキシュー

RD-300i

RD-500i

¥598＋税

¥793＋税
••カンパ対応のリペアパット

••55mm

シマノ対応（105・ULTEGRA （ケンタウル・コーラス・レコード）
DURA ACE）
※2016以降のモデルには
対応しておりません。
(RD-300H専用)
※ 弊社在庫限り

••アルミリム用ブレーキシュー

NEW

THE GRIPPER III

HK-51DIY

NEW

¥480＋税
••2個入り
••スティックオン（貼り付け）タイプ

INLINE SHIFT
ADJUSTER

カーボンリム用
ブレーキシュー

カーボンリム用
ブレーキシュー

RD-300ic

RD-500ic

THE GRIPPER

••カンパ対応のカーボンリム用

HK-10DIY

THE GRIPPER ll アウターバンド

••アウター受けに取り付けて

¥1,058＋税

¥897＋税

••55mnm
••シマノ対応

¥1,035＋税

リペアパット
（105・ULTEGRA・DURA ACE） （ケンタウル・コーラス・レコード）
••カーボンリム用ブレーキシュー ※2016以降のモデルには対応して
(RD-300H専用)
おりません。
※ 弊社在庫限り
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のケーブルストッパー。最大６mm
までのケーブルに対応します。

¥1,265＋税

油圧ブレーキホースを
固定します
※ 弊社在庫限り

LY-IA04

HK-26DIY

¥2,000＋税

••カラー：ブラック
••2個入り
••ケーブルテンションを微調整するための

アジャスター。付属のキャップで４ｍｍと５ｍｍ

••アウターワイヤーをフレームやフォークの自由な位置に のアウターに対応します。
取付が出来ます。アウター受けのないシングルスピード
等にもオススメです。

ジヨ

エアーボンベ

（16g入り：2本セット）

¥1,587＋税
••スレッドタイプ

15年以上も高品質な自転車用ポンプを作り続ける、世界トップクラスのポンプメーカー。主にフロアポンプやミニポンプ、
ショックポンプ等を
展開しています。

エアーボンベ＆アダプターセット マイクロ CO2 アダプター&ボンベセット

タイヤレバー

ＤＸタイヤレバー

GT-01

GT-02

GC-03

GC-07

（2本セット）

••米・仏対応
••スレッドタイプのボンベに対応
••ガスの流入量を調整出来るダイヤル付き

••米・仏対応
••スレッドタイプのボンベに対応
••仕上げの美しいマイクロサイズのボンベアダプター
••無駄を省いたシンプルな作りで、携帯性に優れます

¥322＋税
••しなりが少ない幅広タイプのレバーで、

¥2,760＋税
※ 弊社在庫限り

CO2インフレーター
一体型樹脂タイヤレバー

¥2,645＋税

¥2,400＋税

••米・仏バルブ対応・スレッドタイプのボンベに対応
••タイヤレバーとセットになったCO2インフレーター
※ 弊社在庫限り

テレスコピックミニポンプ
GP-97A

サスペンションポンプ

GG-02

GS-22

••米・仏バルブ対応
••260PSI対応。決戦用ピストタイヤにも

••サイズ：215ｇ/250ｍｍ
••MAX300PSI/20気圧
••収納可能なホース式

使えます

••米・仏バルブ対応
••テレスコピックミニポンプ
••T型ハンドルで空気が入れやすい

DXタイプ

サスペンションポンプ
GS-01

¥4,761＋税

¥4,900＋税

••サイズ：187g/345mm
••MAX300PSI/20気圧
••プレッシャーゲージ付のシンプ

ルなサスペンションポンプ
※ 弊社在庫限り

ミニポンプ

ゲージ付きミニポンプ

ゲージ付きミニポンプ

GP-01

GP-06A

¥1,725＋税

GP-91

GP-95

••サイズ：110ｇ/210ｍｍ
••MAX120PSI/8.5気圧
••米・仏バルブ対応
••コストパフォーマンスに優れた

••サイズ：130ｇ/280ｍｍ
••MAX120PSI/8.5気圧
••米・仏バルブ対応
••ＭＴＢやクロスバイク向きのゲージ

••サイズ：160ｇ/270ｍｍ
••MAX120PSI/8.5気圧
••米・仏バルブ対応
••ロード向きの高圧対応ゲージ付き

容量に優れたミニポンプ
※ 弊社在庫限り

¥1,840＋税

アルミボディのテレスコピック
タイプのミニポンプ

¥2,645＋税

付きミニポンプ

テレスコピックミニポンプ

••Ｔ字ハンドルで空気が入れやすい

NEW

NEW

クレバーバルブ
ミニポンプ

ミニポンプ

GP-99

GM-02

¥950＋税

••カラー：ブルー
••サイズ：254m
••MAX120PSI/8.5気圧
••仏・米バルブ対応したクレバーバルブ
••米・仏バルブの切り替えの手間要らずの

ミニポンプ

アナログゲージ/ホース付
ミニポンプ

GM-42

GP-871E

••サイズ：105ｇ/150ｍｍ
••MAX100PSI/7気圧
••米・仏バルブ対応
••軽量でコンパクトなポンプで、

••カラー：ブルー
••サイズ：150ｇ/270ｍｍ
••MAX120PSI/8.5気圧
••米・仏バルブ対応
••360°回転するダイヤルゲージ付き
••軽量でコンパクトサイズで携帯性に優れた

¥2,400＋税

¥2,507＋税

¥2,852＋税

••サイズ：100ｇ/330ｍｍ
••MAX120PSI/8.5気圧
••仏バルブ専用（米バルブアダプター付属）
••ハンドル部分にパッチKITと米アダプター

クレバーバルブ採用

ジャージのポケットに入るサイズです

を収納

ミニポンプ

NEW

NEW

ゲージ付き
樹脂製フロアーポンプ

ゲージ付き
BIGゲージ
フロアーポンプ（高圧対応） アルミフロアーポンプ

チューブレス対応
アルミフロアポンプ

GF-43P

GF-12

GF-2430

GF-94TA

••カラー：ゴールド
••サイズ：850ｇ/640ｍｍ
••MAX180PSI/12.5気圧
••新型のクレバーバルブで米仏切替は不要
••高圧対応ポンプ
••大型のゲージで誰でも見やすいフロアポンプ

••カラー：ホワイト
••サイズ：1700ｇ/670ｍｍ
••MAX260PSI/18気圧
••英・米・仏バルブ対応
••内蔵タンクに空気を溜め一気に空気を放出で

¥ オープンプライス

¥529＋税
••手になじみ易いラバー付きの

Wシリンダー
ミニポンプ
¥2,070＋税
••サイズ：165ｇ/280ｍｍ
••MAX120PSI/8.5気圧
••英・米・仏バルブ対応
••高圧切り替えレバー付き
••Ｗシリンダーの採用で空気の出る

¥1,300＋税

スポークフックも付いています

デュアルエアーゲージ
¥1,932＋税

GTC-02

（2本セット）

¥7,820＋税

••サイズ：800ｇ/610ｍｍ
••サイズ：1,480g/720ｍｍ
••MAX160PSI/11気圧
••MAX260PSI/18気圧
••英・米・仏対応でシティサイクル・MTB ••米・仏バルブ対応クレバーバルブ
向きのポンプ
••260PSI対応でピスト用に最適
••材質：樹脂
••減圧ボタン付きで空気圧の設定が簡単
••樹脂製で軽くて持ち運び簡単

※ ミニポンプにはそれぞれフレーム取付ブラケットが付属します

¥4,400＋税

ゲージ付きミニポンプ
GM-71

¥3,174＋税

¥12,000＋税

••サイズ：180ｇ/280ｍｍ
••MAX140PSI/9.5気圧
••米・仏対応でシティサイクル・MTB向き
••スタンドを立ててフロアポンプとして
使用できます

••ホース式で女性にも入れやすい

きます

••チューブレスタイヤにも使える高圧フロアポンプ
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ヌーヴォ & エヌプラスワン
ヌーヴォ

アルミ
センタースタンド
NH-KC21AA

¥1,150＋税

••カラー：シルバー･ブラック
••材質：アルミ
••車種に合わせて長さをカット

自転車パーツの製造、開発を行っている同社には優れた加工技術があり、
プロのデザインチームを持っています。1980
年の創業から数々の特許を取得しており、
2004年にはISO9001の認証を得ました。
長年のノウハウを活かし、
高品質な
製品を作り続けています。
※ 取り付け可能サイズであっても車種によっては取り付け出来ない場合もあります

サイズアジャスター付 チェーンステー止め サイズアジャスター付
チェーンステー止め
アルミセンタースタンド アルミスタンド
アルミスタンド
NH-KC27AAJ

NH-KF69AA

¥2,645＋税

••カラー：シルバー･ブラック
••材質：アルミ
••24～28インチまでサイズ調整可能
20/24/26インチ、700Cまで ••アジャスター付スタンド。
調整可能

••様々なサイズの自転車に使用出
来ます。

¥1,725＋税

••カラー：シルバー･ブラック
••材質：アルミ
••20～28インチまでサイズ
調整可能

NH-KF69AAJ

¥1,955＋税

サイズアジャスター付
アルミスタンド

サイズアジャスター付
アルミスタンド

NH-KF96AAJ-Z

NH-KF97AAJ

¥2,300＋税

••カラー：シルバー･ブラック
••カラー：シルバー･ブラック
••材質：アルミ
••材質：アルミ
••重量：273g
••20～28インチまでサイズ調整可能 ••20～28インチまでサイズ調整可能
••φ24mmまでのチェーンステーに ••3点止めタイプのサイズアジャストが可能な

¥2,415＋税

••カラー：シルバー･ブラック
••材質：アルミ
••24インチ～28インチまで

サイズ調整可能
••3点止めタイプのアジャスター付
ステーに対応出来るスタンド。 対応出来るアジャスター付スタンド。 スタンド。
スタンド。
※スタンドの伸縮には3mmの
••ワイドアングル対応で様々な自転車に対応可能。
アーレンキーが必要です
※スタンドの伸縮には3mmのアーレンキーが必要です

••φ24mmまでのチェーン

n+1
エヌプラスワン
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inch
サイズアジャスター付
チェーンステー止め
アルミスタンド
NH-KF98AAJ

¥2,415＋税

••カラー：シルバー･ブラック
••材質：アルミ
••24インチ～28インチまでサイズ
調整可能

••角パイプのチェーンステー対応の

サイズアジャスター付
アルミスタンド
NH-KF99AAJ

¥2,645＋税

NEW

コンパスベル

キンコンベル

NH-B406APC

Ｂ-６６６ＳＳ

••カラー：シルバー･ブラック
￥オープン
••材質：アルミ
••カラー：ブラック・シルバー
••26～29インチまでサイズ調整可能 ••材質：アルミ
••ディスクブレーキ台座付フレームに ••取付径：22.2mm
対応するアジャスター付スタンド
••簡易コンパス付きのアルミベル

￥オープン

••カラー：レッド・イエロー・ウッド柄

ホワイト・ブラック
••大きく「キンコ～～ン」と鳴る昔懐かしの
ベルを現代風にアレンジ！
※ 弊社在庫限り

アジャスター付スタンド。

ユーエン・イー

サイズアジャスター付 ボトムレッグ
アルミスタンド
ワイドアングル
アルミスタンド
KC136AA
¥5,175＋税
KF-169AAJ-E
••カラー：ブラック
¥3,162＋税

••カラー：ブラック
••材質：アルミ
••26～29インチまでサイズ

健康にも環境にも優しい、
移動手段として便利
な自転車は、
ライフスタイルの一部である。
この
思いを胸に、
YUEN-I は革新的な自転車用製品
を開発し続けています。
同社の製品は、
快適で豊
かなサイクリングライフの為に生み出されます。

調整可能

••Hollow TechⅡ BB部分に

取り付ける新しいタイプの
スタンド
※ 弊社在庫限り

••様々なフレームに取付出来る
マルチスタンド。

※取り付け可能サイズであっても車種によっては
取り付け出来ない場合もあります

ゴムバンドで簡単に装着可能な
コントローラー

サニーホイール

CORSO EVO ホームトレーナー
812A

¥29,500＋税

CORSO lite+ ホームトレーナー
812B

¥20,300＋税

マグネット部分が後輪の前側
に装着されており、
使用中の接触事故を防ぎます

••重量：8.5kg
••耐総荷重量 : 100 kg
••18～29インチの自転車に対応。
••折り畳むと幅15cmとなり、コンパクトで場所を取り

••重量：9.0kg
••耐総荷重量 : 100 kg
••18～29インチの自転車に対応。
••折り畳むと幅15cmとなり、コンパクトで場所を取

••クイックレリーズが付いており、バイクの着脱が簡

••クイックレリーズが付いており、バイクの着脱が簡

クイックリリーススマートフェンダーセット

••マグネット部分にはカバーが付いており、異物混入に

SW-670 F/R

ません

単に行えます
••マグネット部分にはカバーが付いており、異物混入に
よるトラブルを防ぎます
••無段階調整できるマグネット式ホームトレーナー。

NEW

ボトルケージポジションアジャスター
M25

¥880＋税

••ボトルケージ取付位置を上下に４５mmも調整可能
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りません

単に行えます

よるトラブルを防ぎます
••無段階調整できるマグネット式ホームトレーナー。
••シングルスピードのエンド幅にも対応出来るロングシ
ャフトを採用しています。

¥2,760＋税
クイックレリーズで着脱が簡単！

NEW

••カラー：ブラック
••材質：PP
••対応サイズ : 26" - 700c タイヤ幅35cまで対応
••軽量で丈夫な前後フェンダーセット。
••取り外しが簡単で、細身のスポーツバイクにもピッタリです。

AQUADOCK ボトルケージアダプター

仏式バルブアダプター

M38

SW-BND

••対応径:22-36 mm
••パイプに巻きつけるだけで、ボトルケージマウントに！

••仏式バルブを米式バルブに

¥1,000＋税

¥オープン

変換できます。

サイクラス

1991年、
ドイツ・RA-CO社により立ち上げられた自転車用ツールブランド。
プロメカニックのあらゆる作業にも対応出来る、
幅広いラインアップを展開しています。
厳選された高品質な素材を使用し、
常に徹底的な品質管理が行われています。

BBツール カップ&コーンタイプ
#720086

BBフェイスカッター
コンプリートセット
¥31,000＋税

••BBの余分な塗料を取り除きます

BBシェルフェイスカッター用
スペアーカッター
¥13,200＋税

••#720007用カッター

BBタップ&フェイスカッターセット

#720008

#720149

#720029

••イタリアンサイズ（#720220）
••交換用BBタップ（ペア）JISサイズ#720918
••イタリアンサイズ#720919
••交換用フェイスカッター（ペア）
••歯を差し替えることなく、ハンガーのタップとフェイス

••JISサイズ歯付コンプリートセット

#720007

#720027

BBタップ コンプリートセット

¥5,950＋税

••カップ&コーンタイプのBBを締め付ける工具

¥98,000＋税

••イタリアンサイズ歯付コンプリートセット
¥24,000＋税
••BBのネジ切り部分をキレイにタップする工具。

カットが一度にできます。

BBタップ セット スペアタップ

BBタップ&フェイス用 スペアカッター

#720022

L / R イタリアンサイズ
••#720008・720029 本体用替刃

#720917

#720028

L / R JISサイズ
••#720008用替刃。JISサイズ用

••#720149・#720220用替刃。

¥15,800＋税

¥17,300＋税

BBタップ&フェイス用 スペアータップ
#720918 JISサイズ

リアメカ台座修正ツール

••#720149用替刃。

#720919

イタリアンサイズ
••#720220用替刃。

#720010

¥7,800＋税

¥16,400＋税

••歪んだリアエンドを修正する工具

インテグラルヘッドリーマーセット
（カンパボトム）
#720132

¥33,500＋税

••サイズ：190mm
••インテグラルヘッドのベアリング受け部をキレイに
する為の工具

インテグラルヘッド スペアカッター
カンパトップ
#720903
#720904

エンド並行ツール
¥10,000＋税

1インチサイズ
オーバーサイズ

¥7,800＋税

••圧入されたヘッドワンを打ち抜く

( 42 / 2.4 / 45°)
( 42 / 6.0 / 45°)
( 44 / 8.2 / 45°)
( 41.7 / 2.3 / 36°)
( 41.7 / 6.5 / 36°)
( 44 / 6.0 / 45°)

¥23,300＋税

NEW

••#720132 インテグラルヘッドリーマーセット交換用
カッター

••様々なヘッドカップサイズに対応

(42 / 6.9 / 45°)

••#720132 インテグラルヘッドリーマーセット交換用
カッター

••リアエンドの並行を測るツール

#720185
#720186

#720907
#720908
#720910
#720911
#720912
#720914

¥23,300＋税

#720011

ヘッドワン外し

(42 / 3.0 / 45°)

インテグラルヘッド スペアカッター

••様々なヘッドカップサイズに対応

フォークコラム
カッティングガイド
#720052

¥15,000＋税

••1インチサイズ&オーバーサイズ
••フォークコラムをカットする際のガイド

BB9000締付けツール

シマノカートリッジ
BBツール

#720199

#720074

••BB9000にピッタリとフィットし、し

••32mm以上のモンキーレンチを使用し

¥5,870＋税

っかりと締め付けできます。

¥1,300＋税

アジャスタブルカニ目レンチ
#720563

¥4,050＋税

••7mm～55ｍｍ対応
••BBの脱着、ボスフリーのギアを抜く為の工具

BBを脱着します

シートリーマーカッター

#720103

#720091
#720092
#720093
#720095
#720096
#720097
#720098
#720101
#720102

••通常長さ270mmを400mmまで延長可能

••#720061 シートリーマーハンドル用

シートリーマーハンドル
#720061

シマノUN用 BBツール
#720201

¥15,500＋税

シマノホローテックⅡ用 BBツール

¥11,500＋税
••サイズ：270mm

#720207

シートチューブ内部のバリ等を取り除きます
※ 歯は付属していません

••他にもシマノオクタンリンク用・UN用
••カンパウルトラトルク用・旧レコード・旧ケンタウル用

シートリーマー用
延長アダプター

¥15,500＋税

が御座います
••(カンパウルトラトルク用は¥14,200＋税）
••交換修理などで硬く締まったBB等に、両手でトルクが
かけられます

※CYCLUS商品はカタログ以外にも在庫しておりますのでお問い合わせください。

¥4,650＋税

サイズ：φ25．0mm
サイズ：φ25．4mm
サイズ：φ25．8mm
サイズ：φ26．8mm
サイズ：φ27．0mm
サイズ：φ27．2mm
サイズ：φ28．6mm
サイズ：φ31．6mm
サイズ：φ31．8mm

¥7,730＋税
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カンパ
ウルトラトルクベアリング外し

パワートルク / ウルトラトルク カンパパワートルク
ベアリングプレス
ベアリング外し

カンパパワートルク
クランク外し

カンパパワートルクカーボン
クランク外しアダプター

#720250

#720263

#720248

#720249

#720310

••ベアリングをしっかりと掴み、

••カンパパワートルククランク抜き

••＃720249とセットでお使いください

¥34,000＋税

¥21,600＋税

••ベアリングをしっかりと掴み、クランクを痛めずに ••カンパのウルトラトルクとパワートルクに対応
ベアリングを外せます

¥37,300＋税

クランクを痛めずにベアリング
を外せます

¥34,200＋税

※ アルミクランク専用の為、カーボン
クランクに使用する場合はアダプター
(#720310) が必要です

ベアリング抜き工具セット

ベアリング圧入工具セット

#7202900

#7202901

••内容物：ベアリング抜き・スライドハンマー

••内容物：ベアリング圧入工具・アダプター・

¥28,700＋税

セット内容

¥42,000＋税

¥153,000＋税

11種類のアダプター付属であらゆるベアリングに対応
••とてもスムーズにベアリングの圧入ができます

6・8・10・12・15・17・19・20・22・24・25・30mmのアダプターが付属

••アタッチメントがベアリングをしっかりとキャッチするので、高い精度でベアリングを
抜くことができます。

内径

外径

12mm

21mm

12mm

24mm

12mm

28mm

15mm

24mm

15mm

28mm

15mm

32mm

17mm

26mm

17mm

30mm

17mm

35mm

20mm

32mm

25mm

37mm

シマノ
ロックリング外しハンドル付き
シマノ＆カンパ
ロックリング外しハンドル付き

旧カンパハブカップ外し フロント用

#720053

¥7,600＋税

••オールドタイプカンパニョーロハブカップを外すための工具

旧カンパハブカップ外し リア用
＃720111

¥7,600＋税

••オールドタイプカンパニョーロハブカップを外すための工具

カンパハブカップ外し

ロックリングを外せます。

¥15,900＋税

••カンパの全てのハブに対応。
••フロント&リア両方に使用できます

カンパハブカップ外し
2015モデル フロント用

カンパ
ロックリング外しハンドル付き
#720056

¥10,600＋税

¥7,600＋税

••オーバーサイズのフロント&リアハブに使用できます

¥2,320＋税

••2015モデルのフロントハブ用

••ガイドピンが付属しているので、しっかりと固
定しロックリングを外せます。

シマノ
ロックリング外し

カンパ
ロックリング外し

レジナ・サンツアー
２爪用フリー抜き

サンツアー
４爪フリー抜き

#720071

#720084

#720069

#720083

••24mm以上のモンキーレンチを

••カンパニョーロ8・9・10Sまで

••サンツアー・レジナ・アトムに対応
••サンツアー2つ爪を始め、様々な

••サンツアー4ノッチフリーギアに

¥1,360＋税

使用しBBを脱着します

¥1,360＋税

のロックリングに対応。

••カンパニョーロ11Sには使用で
きません。
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••ガイドピンが付属しているので、しっかりと固

••ガイドピンが付属しているので、しっかりと固定し

#720113

#720082

#720112

¥2,480＋税

定しロックリングを外せます。

¥3,060＋税

カンパハブカッププレス

＃720110

#720055

¥2,200＋税

フリーホイールに対応。

¥1,360＋税
対応

••サンツアー4ノッチ用フリー抜き。

BMX用フリー抜き

BMX用フリー抜き

#720170

#720171

••16mmアクスル用
••16mm対応のBMXフリーギアを

••10mmアクスル用
••10mm対応のBMXフリーギアを

¥1,500＋税
外せます。

¥1,500＋税
外せます。

ナイロンブラシ
#720120

¥1,260＋税

••サイズ：380mm
••BBやカセットなどの汚れ落としに最適

※ 弊社在庫限り

チェーンリングボルトナット
空転止めツール

コッタレス抜き

コッタレス抜き

#720060

#720063

••スクエアテーパードクランク

••スクエアテーパードクランク対応
••コッタレスクランクを外す際に

¥1,600＋税

#720059

M24 サイズ対応
••コッタレスクランクを外す際に
必要な工具

¥2,480＋税
••T字型なのでしっかり固定できます

プロフェッショナル
ペダルレンチ

¥1,600＋税
必要な工具

#720047

¥5,350＋税

••本格仕様のペダルレンチ

チェーンインジケーター
振れ取り台

#720519

••メンテナス用自転車固定スタンド。

••材質：ステンレス
••ケース付
••0～150mm 0～6インチ
••シンプルな構造で素早く外径・内径を

¥16,800＋税

¥4,230＋税

確認できます。

••24-28インチ対応
••非常に使いやすい形のセンターゲージ。

縦横の振れを迅速かつ簡
単に調整可能です。

ノギス 専用ケース付

••チェーンの長さを測り交換時期を

¥20,400＋税

••センタリングスタンドでは

#290046

¥6,230＋税

#720036

¥60,500＋税

ワークスタンド

#720114

ホイールセンターゲージ

#720085

KNIPEX製ワイヤーカッター

KNIPEX製ニッパー

#720130

#720188

••6mmまでのアウターケーブルに対応
••カシメ機能もついた高性能ケーブルカッター

••長さ : 250mm
••力をかけなくても簡単かつ精密に

¥11,400＋税

¥9,150＋税
カットできます。

測定可能。

ハンドルは別売

NEW

T字型トルクレンチ
#720700

¥53,000＋税

••測定範囲：5Nm～14Nm
••六角レンチ・トルクスレンチブレード
が簡単に交換できます。

NEW

#720700用HEXブレード
#720714
#720715
#720716

4mm 長さ：53mm
5mm 長さ：53mm
6mm 長さ：53mm

¥2,200＋税

••#720700とセットでお使いください

ハンドルは別売

NEW

#720700用
トルクスブレード
#72070225

¥2,200＋税

••TX-25
••長さ：53mm
••#720700とセットでお使いください

デジタルトルクレンチ

トルクレンチ

#720115

#720116

••サイズ：400ｍｍ・3/8ソケット
••測定範囲：15Nｍ～135Ｎｍ
••高トルク対応。
••カラー：ブラック・ホワイト

••サイズ：350ｍｍ・3/8ソケット
••測定範囲：6Ｎｍ～30Ｎｍ
••トルク値の範囲が広く、

¥35,600＋税

※ 弊社在庫限り

¥14,500＋税

様々なトルクに対応。

TX-25 T字型トルクスレンチ
#720533

¥1,380＋税

スケール

••サイズ：長さ : 120mm。
••T字型ハンドル

#720607

¥5,850＋税

••1ｇ刻みで3,000ｇまで測定可能
••使用電池 CR3032×2ケ

TX-30 T字型トルクスレンチ
#720534

¥1,640＋税

••サイズ：長さ : 120mm
••T字型ハンドル

バイクスタンド

スケール つり下げタイプ

#290044

#720608

••タイヤを押し込み固定するスタンド。
••僅かな力で自転車をホールドします

••吊り下げタイプで10ｇ刻みで50kgまで測定可能
••使用電池 単4×2本

¥5,800＋税

¥8,390＋税

www.iwaishokai.co.jp/ 62

ヴァー

1945年創業の同社は、
地元フランス国内だけでなく、
ヨーロッパでも有名な大手自転車用ツールメーカーです。
自転車
の組立からメンテナンス、
修理に必要とされる500アイテム以上の様々な工具を設計から製造、
販売を行っています。

BBタップセット
CD-38200-1.370

¥80,960＋税

BBタップ用替刃 右用

BBタップ用替刃 左用

BBタップ用替刃

CD-38200-36

CD-38210-1.370

¥25,080＋税

CD-38211-1.370

CD-38210-36

••JISサイズ(1.37"×24TPI)用
••重量：103g
••CD-38200用替刃。
••JISサイズ右用。

••JISサイズ(1.37"×24TPI)用
••重量：103g
••CD-38200用替刃。
••JISサイズ左用。

••イタリアンサイズ(36mm×24TPI)用
••重量：115g
••CD-38200用替刃。
••イタリアンサイズ用。

••JISサイズ(1.37"×24TPI)用

¥80,960＋税

••イタリアンサイズ(36mm×24TPI)用
••重量：2499g
••スチール・アルミフレーム専用
••BBのネジ切り部分をキレイにタップします。

¥25,080＋税

¥25,080＋税

※チタンフレームには使用不可

NEW

BB圧入ツール/抜き
BBフェイスカッターセット

BBベアリングプレス

CD-38300-45

PE-12500

NEW

¥53,130＋税

ディスクマウントフェイシングツール

••重量：1340g
••BBシェルの余分な塗装を落とします。

CD-14500

BBフェイスカッター用替刃
CD-38310-45

¥23,320＋税

••重量：114g
••CD-38310用替刃。

¥103,510＋税

••ISマウント・ポストマウント・フラットマウントの3種類
に対応

••ISマウント用カッター・ポストマウント・フラットマウント用
カッターを2ケずつ標準装備

••フラットマウントにも対応

PE-13500

¥27,280＋税

••ＢＢ30用
••重量：1010g
••BB30ベアリングを素早くスムーズに着脱できます。

¥41,030＋税

••重量：I,640g
••対応ベアリングサイズ：Campagnolo

OS Fit,Shimano Press
Fit,GXP,BB30,Press Fit30ISマウント用
カッター・ポストマウント・フラットマウント
用カッターを2ケずつ標準装備
••対応BB幅：68～121mm
••BBベアリングを正確かつ素早くインスト
ール可能。

ベアリングカートリッジを傷めません。

スターナット圧入ツール

NEW

BBロックリング外し

フォーククラウンレース抜き
Rメカ台座修正工具

BP-01600

CD-13900

••材質：スチール
••重量：426g
••爪の位置は任意に調整できます

••重量：556g
••材質：スチール
••リムまでの距離を測定できるゲージ付
••ディレーラーハンガーの角度を調整出

¥9,390＋税

¥4,820＋税

¥64,900＋税

¥7,480＋税
••重量：753g
＋税
¥6,190
••1・11/8対応
•
•ガイド付きで完璧にスターナットを打ち
••材質：スチール
込めます
••重量：373g
••スターナットをフォーク内部へきれいに
••1・11/8・1/4ヘッドに対応
••ヘッドセットを痛める事なく、簡単に 打ち込めます。

クラウンレース外し

••1・11/8・1/4・1/2のフォーククラウンに対応
••カンパニョーロウルトラトルク・パワートルク・
フルクラムクランクのベアリングも外せます。

取り外す事ができます。

••フォーククラウンレースを傷つけず簡単に取り
外せます。

ヘッドレンチ

カンパニョーロウルトラ
トルクベアリング圧入ツール

DR-16200-32

カンパニョーロパワートルク
カーボンクランク外し

PE-13600

PE-12600

••サイズ：32mm
••材質：スチール
••重量：277g
••高精度なレーザー加工により、

••材質：スチール
••重量：582g
••ベアリングの内側を押す設計となっており、

••材質：スチール
RP-43600
••重量：500g
••カンパニョーロパワートルクアルミ・カーボン ¥28,000＋税
••重量：828g
クランク両方に対応
••カンパニョーロハブ内径12・15・17mm対応
••外径24・26・28・30ｍｍ対応
••カンパニョーロハブのベアリングを圧入する工具。

¥4,180＋税

FH-93100

DR-95500

ヘッドワン抜き
DR-37300

••重量：1726g
••スチール・アルミ・カーボンフォークに対応した

¥15,340＋税

来ます。

可変式フォーク
コラムカットガイド

ＤＲ-10100

ヘッドカップをしっかりと
締め付けられます。

••重量：450g
••1～1.5までのフォークコラムに対応
ヘッドレンチ
••22～39mmのシートピラーにも対応
DR-16200-36
••70mmまでのエアロピラーに 対応
¥4,180＋税
••フォークコラムから、シートピラー
••サイズ：36mm
まで対応できるカッティングガイド。
••材質：スチール
••重量：266g
••高精度なレーザー加工により、
ヘッドカップをしっかりと
締め付けられます。

¥7,500＋税

ベアリングの損傷を防ぎます

••スピーディーで使いやすい
••ガイドがついており、ベアリングを正確に圧
入できます

••カンパニョーロウルトラトルククランクのベア

¥18,140＋税

ハブベアリングプレス

※ 弊社在庫限り

リングを圧入するための工具。
※ 弊社在庫限り

NEW

ハブベアリングプレス
RP-43700

¥47,630＋税

••重量：1,640g
••対応ベアリングサイズ：12/21・12/24・12/28・15/24
・15/28・17/26・17/30・20/32・25/37mm

••人間工学に基づいたハンドルと、マグネットがついたバッ

クプレートにより、スムーズかつ正確にベアリングの圧入
が出来ます。
••9種類のアダプター付属で様々なサイズのベアリング
に対応
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ハブスパナ
RP-06000-13
RP-06000-14
RP-06000-15
RP-06000-16
RP-06000-17
RP-06000-18
RP-06000-19
RP-06000-20

ハブベアリング抜き
RP-43400

¥10,700＋税

13mm

87g

14mm

85g

トルクレンチ

トルクレンチ

15mm

86g

16mm

87g

DV-10400

DV-10500

17mm

84g

18mm

84g

19mm

84g

••重量：844g
••3/8ソケットサイズ
••測定範囲：4Nm～20Nm
••設定トルクに達するとクリック

••重量：1295g
••サイズ：3/8ソケット
••測定範囲：20Ｎｍ～100Ｎｍ
••設定トルクに達するとクリック音

20mm 84g
••重量：238g
••10・12・15・17・20mmのベアリング内径に対応 ¥1,320＋税
••ガイドがベアリングにピッタリとフィットし、簡単に ••材質：スチール
ベアリングを抜くことができます。
••2mmの薄型ヘッド
••ハブのメンテナンスの際欠かせないスパナ。

ソケットレンチセット
DV-10700

¥14,190＋税
••サイズ：3/8
••材質：クロームバナジウム
••重量：529g
••セット内容：2・3・4・5・6・8・10HEX

T7・T25・T30トルクスレンチ
8・9・10・14・15mmソケット
ソケットアダプター
3/8°
（F）×1/2°
（Ｍ）
••DV-10400・DV-10500用ソケットセット

トルクレンチ

¥30,580＋税

DV-10000

¥10,560＋税

¥34,100＋税

••重量：488g
••1/4ソケットサイズ
音でお知らせ
でお知らせ
••サイズ：全長：22cm
••トルク値を合わせておけば、
••高トルク対応。リバーシブルヘッド
••測定範囲：3Ｎｍ～14Ｎｍ
クリック音で知らせてくれるため を採用しており、両面を使用でき
••付属ソケット：3・4・5・6・8mm・T25・T30
オーバートルクを防げます。
作業範囲が広がります。
••必要サイズソケットが揃ったトルクレンチ。
※ ソケットは付属しておりません
••設定トルクに達するとクリック音でお知らせします。 ※ソケットセットは付属なし

プロフェッショナル
チェーンカッター

プロフェッショナル
チェーンカッター

プレミアム
チェーンカッター

CH-06600

CH-06200

CH-04800-C

••サイズ：11S
••重量：389g
スラム7～11S対応
••シマノ・スラム

••重量：348g
••シマノ7～11S対応のチェーン切り
••シングルスピード1/2×1/8に対応
••専用アダプターを取付けることにより

••サイズ：7～11S
••重量：130g
••7～11Sのロード・MTBチェーンに対応
••シマノ11Sチェーン・SRAM XX1チェーン

••シングルスピードチェーン・MTB・ロード

••エルゴノミックデザインで使いやすいハンディ

¥14,860＋税

カンパニョーロ11S対応

••エルゴノミックデザインハンドル
••シマノ・スラム・カンパニョーロ対応
チェーン切り。

¥6,800＋税

カンパニョーロ11Sチェーンに対応

チェーンに対応のプロフェッショナル
チェーン切り。
※ 弊社在庫限り

¥2,780＋税

に対応

タイプチェーン切り。

CH-06200用
カンパアダプター
CH-06220

¥11,400＋税

••サイズ：11S
••重量：58g
••CH-06200に取付ける事により

カンパニョーロ11Sチェーンに対応
できるアダプター。
※ 弊社在庫限り

プロフェッショナル
ワイヤーカッター
FR-99000

¥6,250＋税

••重量：198g
※ 弊社在庫限り

チェーンレスト
CH-90700-C

¥1,570＋税

••材質：強化ナイロンファイバーグラス
••重量：97g
••簡単にチェーンやフレームを保護できます
••後輪を外した際にチェーンテンションを保持する
ツール。

チェーンクリーナー
チェーンレスト
CH-90800-C

¥2,790＋税

••エンド幅130・135mmに対応
••材質：強化ナイロンファイバーグラス
••重量：190g
••輪行時にエンドとチェーンを保護します。

NL-79000

¥2,530＋税

••重量：200g
••エルゴノミックデザインのグリップ
••5～11Sチェーンに対応
••クリーナー本体にチェーンをセットし、
回すだけで簡単にチェーンの洗浄が
行えます。

T型トルクスレンチ
CL-18200-20

¥1,100＋税

Y型六角レンチ
CL-09001-C

¥1,380＋税

••材質：スチール
••重量：78g
••HEX 4・5・6mm対応
••滑り止めのグリップ付
••エルゴノミックデザインの
Y型六角レンチ。

Y型六角レンチ
ボールポイント付

Y型トルクス
レンチ

CL-09002-C

CL-09003-C

••材質：スチール
••重量：78g
••HEX 4・5・6mm対応
••滑り止めのグリップ付
••ボールポイントエンドにより素

••材質：スチール
••重量：78g
••T10・T25・T30対応
••滑り止めのグリップ付
••エルゴノミックデザインの

¥1,480＋税

早い締め付けが可能
••エルゴノミックデザインの
Y型六角レンチ。

¥1,370＋税

Y型トルクスレンチ。

••重量：37g
••T20

CL-18200-25

¥1,100＋税

••重量：84g
••T25

CL-18200-30

¥1,180＋税

••材質：スチール
••重量：90g
••T30
••レンチの黒色部分にはマグネットが
入っており、ネジを落としません。

••握りやすいモールドハンドルのツイ
ンレンチ。

※VAR商品はカタログ以外にも在庫しておりますのでお問い合わせください。

T型トルクスレンチセット
CL-18200-07/40

¥7,980＋税

••材質：スチール
••重量：426g
••T7・T10・T15・T20・T25・T30・T40の
トルクスレンチセット

••レンチの黒色部分にはマグネットが入っており、
ネジを落としません。
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T型六角レンチ
CL-18000-02

2mm

¥860＋税
重量：22g

CL-18000-02.5

¥860＋税

2.5mm

6ファンクションマルチツール

••重量：22g

CL-18000-03

¥860＋税

T型六角レンチセット

3mm

CL-18000-02/08

CL-18000-08

¥1,320＋税

8mm

レンチ：クロームバナジウム

重量：268g

••2・2.5・3・4・5・6・8mmの
レンチセット

••重量：146g
••レンチの黒色部分にはマグネットが入っており、

••レンチの黒色部分にはマグネットが入って
おり、ネジを落としません。

ネジを落としません。

¥1,130＋税

••サイズ：80mm
••材質：本体：グラスファイバー

¥7,310＋税

••重量：28g

MF-93700C

••握りやすいモールドハンドルのツインレンチ。

••重量：87g
••3・4・5・6mmレンチ
••マイナスドライバー
••T25トルクスレンチ
••エルゴノミックデザインの軽量6ファンクション
携帯工具。

コッタレス抜き

コッタレス抜き

オクタリンクアダプター

スプロケット外し

プレミアムスプロケット外し

PE-01000-C

PE-39300

PE-39500

RL-00900-C

RL-62200-C

••材質：スチール
••重量：122g
••22mmスプライン付シマノオクタリン

••材質：スチール
••重量：165g
••22mmのクランクアーム

••重量：16g
••PE-39300と合わせて使用することで

••重量：338g
••7～10S対応のスプロケット外し。

••サイズ：30cm
••重量：300g
••5～11Sスプロケット対応
••カーブしたヘッドがスプロケットにピッタリと

¥2,990＋税

¥2,540＋税

ク・ISISドライブ対応

¥720＋税

(シマノ・カンパニョーロ・TA etc)に対応

オクタリンクに対応できるアダプター。

¥1,890＋税

••M8・M14・M15対応
••23mmのクランクアーム(旧TA)にも対応
••コッタレスクランクを外す際に必要な工具。 ••コッタレスクランクを外す際に必要な工具。

フリーホイール抜き

フリーホイール抜き

RL-96400-C

RL-18600-C

••材質：スチール
••重量：29g
••サンツアー4ノッチフリーギアに対応。

••材質：スチール
••重量：38g
••2ツ爪
••シマノ・サンツアー・レジナ・アトムフリー

¥1,680＋税

¥2,130＋税

ギアに対応

••サンツアー2つ爪を始め、様々なメーカーの
フリーホイールに対応。

¥2,920＋税

フィット。エルゴノミックデザインのハンドル
は握りやすく力をかけやすい。

プレミアム
カセットロックリング
レンチ

プレミアム
カセットロックリング
レンチ

RL-62400-C

RL-62500-C

••サイズ：30cm
••重量：320g
••シマノ・スラム・サンレース・サンツアー・

••サイズ：30cm
••重量：320g
••カンパニョーロ対応
••エルゴノミックデザインのハンドル
••ガイドピン付で簡単にロックリングが取

¥2,810＋税

クリスキングのスプロケットに対応

ロックリング外し
シマノ用
RL-97900

¥1,090＋税

¥2,810＋税

••シマノセンターロックにも対応
••エルゴノミックデザインのハンドル
••ガイドピン付で簡単にロックリングが取り

••材質：スチール
••重量：44g
••シマノ・スラム・マビック対応
••カセットロックリング外し。

り外し可能。

外し可能。

プレミアムBBレンチ
ホローテックⅡ用

NEW

ホローテックⅡ
締付けツール
PE-60600

¥2,780＋税
••重量：73g
••人間工学に基づいた滑り止め

付のデュアルデンシティハンド
ル採用。

BP-62100-C

¥2,180＋税

••サイズ：30cm
••材質：カーボンスチール
••重量：320g
••ホローテックⅡクランクキャップ締め付け工具付属
••シマノホローテックⅡ、Race Face X-type、FSA

Mega-Exo、Truvativ GXP、スラム GXP、カンパ
ニョーロウルトラトルク、パワートルクに対応した
BB締め付け・取外しツール。
※ 弊社在庫限り

ニップル回し

ニップル回し

RP-02600-3.3C

RP-02600-3.5C

ニップル回し

PE-65000

RP-02500-C

RP-02600-3.2C

••材質：クロームバナジウム
••重量：315g
••ハンドルが長く、しっかりとトルクが

••サイズ：3.2・3.3・3.5mm
••材質：スチール
••重量：30g
••3サイズに対応しており、一々

••サイズ：3.2mm
••重量：42g
••プロユースでも使える十分な耐久

¥6,200＋税

かけられます。
※ 弊社在庫限り

プロフェッショナル
ニップル回し

¥1,180＋税
¥1,180＋税
RP-25510
••サイズ：3.3mm
••サイズ：3.5mm
¥2,090＋税
••重量：42g
••重量：42g
••サイズ：3.3・3.5mm
••プロユースでも使える十分な耐久力。 ••プロユースでも使える十分な耐久力。 ••材質：スチール
開口部はニップルがなめないよう高
開口部はニップルがなめないよう高
••重量：65g
精度に作られています。
精度に作られています。
••エアロスポークを保持できます。
65

ニップル回し

ペダルレンチ

¥1,180＋税

¥930＋税

ニップル回しを変える必要があ
りません。

力。開口部はニップルがなめない
よう高精度に作られています。

エアロスポーク回転
止めツール

スポーク・ニップルゲージ

RP-02200

¥2,150＋税

¥1,280＋税
••重量：70g
••0.9mm厚の全てのエアロ
スポークに対応。

RP-26800

••サイズ：350mm
••材質：ステンレススチール
••重量：92g
••スポーク及びニップルを瞬時に測定できる
スケール。

センターゲージ

バルブコア抜き

RP-14300

RP-42300

¥11,550＋税
••材質：スチール
••重量：820g
••14インチから29インチまで測定可能
••9・10・12×142・15×・100・20×110の

スポークレンチ
RP-26400-05.5

¥4,290＋税

••サイズ：5.5mm
••材質：スチール
••重量：102g
••ディープホイール用ニップルドライバー
5.5ｍｍ対応。

¥163,650＋税

••重量：61kg
••ダブルクランプで作業効率アップ
••41kgのベースで優れた安定性
••2台同時作業が可能なワークスタンド。

ローターアームを修正できます。

ラチェットレンチ

プロフェッショナル両頭ハンマー

PE-95000

DV-56800

••材質：ステンレススチール
••重量：302g
••整備の際、ネジ等を置くボウル。

••サイズ：14/15
••材質：スチール
••重量：342g
••14・15mｍソケットに対応
••トラックレーサーや一般車の整備に便利！、

••重量：650g
••プラスチック・スチール面がついているハンマー
••2つの面で様々な場面に対応。
••衝撃吸収のラバー付ハンドル。

マグネット付でネジやナットをしっかりと
保持します。

¥6,600＋税

¥2,990＋税

ラチェット付なので素早い作業が可能。

エルゴノミックデザインのグリップ
滑り止め加工付
ドライバーの先端は
マグネット付

マイナスドライバー マイナスドライバー マイナスドライバー

プラスドライバー プラスドライバー プラスドライバー

DV-71101

DV-71102

DV-71103

DV-71201

DV-71202

••サイズ：3.2mm
••重量：26g

••サイズ：4mm
••重量：32g

••サイズ：6mm
••重量：80g

••サイズ：#0
••重量：28g

••サイズ：#1
••重量：54g

¥710＋税

¥710＋税

P.T.F.Eグリス BOX

P.T.F.Eグリス BOX

NL-76400-00100

NL-76400-00500

••内容量：100ｇ
••P.T.F.E.合成グリス
••ボールベアリングの寿命を延ばす

••内容量：500ｇ
••P.T.F.E.合成グリス
••ボールベアリングの寿命を延ばす

¥3,630＋税

¥960＋税

¥710＋税

チューブレスリムテープ
RP-43800-17 ¥1,410＋税

••サイズ：17mm
••重量：22g
••14～17ｍｍリム幅に使用可能

RP-43800-21 ¥1,640＋税

ーの潤滑等マルチに使えるグリス。

U-LIX

ユーリックス

¥880＋税

ハイプレッシャーリムテープ
RP-44700-16 ¥1,920＋税

••サイズ：10m/16mm
••重量：130g

RP-44700-18 ¥1,920＋税

••サイズ：21mm
••重量：28g
低摩擦係数。
低摩擦係数。
••18～21mmリム幅に使用可能
••BBやヘッドパーツ、ハブ等あらゆる ••BBやヘッドパーツ、ハブ等あらゆる ••チューブレスレディに使用可能
パーツの組み付けや、インナーワイヤ パーツの組み付けや、インナーワイヤ
••スポークホールをしっかりと塞ぐことができます。
ーの潤滑等マルチに使えるグリス。

••材質：スチール
••重量：149g
••2箇所のスリットで、ブレーキングエリア・

DV-55600

エルゴノミックデザインのグリップ
滑り止め加工付
ドライバーの先端は
マグネット付

¥1,810＋税

¥3,080＋税

マグネットボウル
¥1,070＋税

PR-90200

FR-29900

••重量：26g
••45mmのロングシャフト
••ハンドル付なので、バルブコアの
取付け・取外しにしっかりと
トルクをかけられます。
バルブエクステンションの取外し・
取付けにも対応。
※フレンチバルブ専用

ハブスピンドルに対応
••タイヤがついているホイールでもしっかりと
センター測定できる優れ物。

プロフェッショナル
ワークスタンド

ディスクローター修正工具

¥1,430＋税

DV-71203

¥960＋税
••サイズ：#2
••重量：80g

チューブレスリム用バルブ
RP-44400

¥1,530＋税

••サイズ：35mm
••材質：真鍮
••重量：16g
••チューブレスレディ用リムに使用する事で

••サイズ：10m/18mm
チューブレス化が可能
••重量：140g
••バルブコアが外れるのでシーラント注入可能
••ハイプレッシャー対応のリムテープ
••2本セット
••700Cで5本分相当の長さ
••リムテープの交換だけで高圧に対応できます。 ••コアを外すことができシーラントを簡単に
注入できます。

BIKE HAND
29

inch

バイクハンド

折り畳み式整備台
YC-100BH

¥18,400＋税

••重量：4.5kg
••折り畳みサイズ：1000ｘ190ｘ240mm
••材質：アルミ
••クイックレバー式で簡単に組み立て
できます

整備スタンド

••工具が置けるツールトレイ付き

※工具は付属しておりません

UL-307S

アルミポストラック
UL-50A

¥5,232＋税

••カラー：シルバー･ブラック
••サイズ：φ25.4～31.8ｍｍの
ピラーに対応
••最大積載重量：15kg

¥2,587＋税

••カラー：ブラック
••チェーンステー＆シートステーで
止めるタイプの整備スタンド

スタンド

YC-109H

¥5,060＋税

••カラー：ブラック・シルバー
••ハブ部分に引っ掛けて止める展示
スタンド

••サイズ：700C、29インチに対応
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